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はじめに
このたびは、SL1000 コントロール API をお買い上げいただきましてありがとうございま
す。
SL1000 コントロール API(SxAPI) はデータアクイジションユニット SL1000 の計測制御ア
プリケーションプログラムを作成するための API（アプリケーションインタフェース）ラ
イブラリです。
SxAPI は Microsoft Windows のダイナミックリンクライブラリ（DLL）で提供されてい
ます。Microsoft Visual C++、Microsoft Visula Basic などの WIN32 プログラム開発環境お
よび Microsoft Visual C#、Microsoft Visual Basic 2005 などの Micorsoft .NET Framework
プログラム開発環境で利用できます。
このユーザーズマニュアルは、SL1000 コントロール API ライブラリのインタフェース仕
様について説明しています。
お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったと
きなどにきっとお役に立ちます。なお、SL1000 のマニュアルとして、このマニュアル
を含め、次のものがあります。あわせてお読みください。

マニュアル名 マニュアル No 内容
SL1000
高速データアクイジションユニット
ユーザーズマニュアル

IM 720120-01 SL1000 の設置方法、入力モジュールの装着
方法、表示器の説明など、ハードウエアに
関連した機能と、その操作方法について説
明しています。

SL1000 アクイジションソフトウエ
アユーザーズマニュアル

IM 720120-61 SL1000 を設定、制御するためのアクイジ
ションソフトウエアの全機能と、その操作
方法について説明しています。

SL1000 入力モジュール編 
ユーザーズマニュアル

IM 720120-51 SL1000 に装着できる入力モジュールの仕様
について、説明しています。

701992/701994 
Xviewer ユーザーズマニュアル

IM 701992-01 測定データを PC 上で波形表示するための
ソフトウエア Xviewer の全機能と、その操
作方法について説明しています。
/XV0 オプションのときは付属されません。

AL1000 コントロール API ユーザー
ズマニュアル

IM 720320-01 本書です。SL1000 をコントロールするため
のインタフェース関数 (SL1000 コントロー
ル API) について説明しています。

ご注意
・本書の内容は，SL1000 コントロール API Ver. 3.00 に対応しています。このバージョン

以外の SL1000 コントロール API をお使いのときは，本書に記載の内容と異なること
があります。

・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
また、実際の画面表示内容が本書に記載の画面表示内容と多少異なることがあります。

・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきの
ことがありましたら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所まで
ご連絡ください。

・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

 

4th Edition: January 2015(YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2007 Yokogawa Electric Corporation
All Rights Reserved, Copyright © 2013 Yokogawa Meters & Instruments Corporation
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商標
・ Microsoft、Windows、ActiveX、Visual Basic、Visual C#、および Visual C++ は、米国

Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Adobe、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、TM、® マークは表示していません。
・ その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

履歴
・ 2008 年 5 月 初版発行
・ 2008 年 9 月 2 版発行
・ 2013 年 9 月 3 版発行
・ 2015 年 1 月 4 版発行
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ソフトウエア使用許諾契約書

お客様が SL1000 コントロール API 使用許諾契約書（以下、「本契約」といいます）に合意することを条件として、横河電機株式会社および横河メータ＆インスツルメン
ツ株式会社（以下、「当社」といいます）は、包装されたソフトウエア製品（以下、「横河ソフトウエア」といいます）の使用権をお客様に許諾します。なお、当社は、
横河ソフトウエアの使用権をお客様に許諾するものであり , 横河ソフトウエアを販売するものではありません。
製品：Model 720320　SL1000 コントロール API
ライセンス数：1 ライセンス

第 1 条（適用範囲）
1.  本契約は、当社がお客様に提供する横河ソフトウエア製品に適用するものとします。
2.  横河ソフトウエアは、それに含まれる一切の技術、アルゴリズム、およびプロセスを包含するものとします。

第 2 条（使用権の許諾）
1.  お客様は、横河ソフトウエアについて、別途合意した使用料を対価として、前文に定めるライセンス数に対応する台数のコンピュータに限りインストールできるもの

とし、当社は、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権（以下「使用権」といいます）を許諾します。
2.  お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに、横河ソフトウエアを第三者に頒布、転貸、複製、譲渡、質入、伝送もしくは再使用権を許諾しないものとします。
3.  お客様は、バックアップ目的として一組のみ横河ソフトウエアを複製する以外は、横河ソフトウエアの全部または一部を複製しないものとします。また当該複製物の

保管および管理については厳重な注意を払うものとします。
4.  お客様は、いかなる理由においても横河ソフトウエアをダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングなどによるソースプログラムその他人間

が読み取り可能な形式への変換もしくは複製または横河ソフトウエアの修正もしくは他の言語への翻訳など、提供された形式以外に改変しないものとします。また、
当社は、別に同意しない限り、お客様にソースプログラムを提供しないものとします。

5.  横河ソフトウエアおよびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、およびプロセスなどのノウハウは、当社または当社に対し再使用許諾を含む使用許諾権を付与
している第三者の固有財産であり、当社または当社に対し再使用許諾権を付与している第三者が権利を有しているものであり、お客様に権利の移転や譲渡を一切行う
ものではありません。

6.  当社は、横河ソフトウエアに保護の機構（コピープロテクト）を使用または付加することがあります。当該コピープロテクトを除去したり、除去を試みることは認め
られないものとします。

7.  横河ソフトウエアには、当社が第三者から再使用許諾を含む使用許諾権を付与されているソフトウエアプログラム（以下「第三者プログラム」といい、当社の関連会
社が独自に製作・販売しているソフトウエアプログラムもこれに含みます）を含む場合があります。かかる第三者プログラムに関し、当社が当該第三者より本契約と
異なる再使用許諾条件を受け入れている場合には、別途書面により通知される当該条件を遵守していただきます。

第 3 条（特定用途に関する制限）
1.  横河ソフトウエアは、下記の各号を目的として、製作または頒布されるものではありません。
 （a）航空機の運行または船舶の航行や、これらを地上でサポートする機器の立案、設計、開発、保守、運用および使用されること。（b）原子力施設の立案、設計、開

発、建設、保守、運用および使用されること。（c）核兵器、化学兵器または生物兵器の立案、設計、開発、保守、運用および使用されること。（d）医療機器などの人
身に直接関わるような状況下で使用されることを目的に立案、設計、開発、保守、運用および使用されること。

2.  お客様が前項の目的で横河ソフトウエアを使用する場合には、当社は当該使用により発生するいかなる請求および損害に対しても責任を負わないものとし、お客様は、
お客様の責任においてこれを解決するものとし、当社を免責するものとします。

第 4 条（保証）
1.  横河ソフトウエアは、当該製品完成時または出荷時の現状のままでお客様に提供されるものとし、お客様は、これに合意するものとします。横河ソフトウエアの記録

媒体に破損、損傷が発見された場合は、開封後 7 日間に限り無償で交換をいたします（お客様の費用で当社の指定するサービス拠点に当該ソフトウエア製品の記憶媒
体を送付していただくものとします）が、いかなる場合であっても横河ソフトウエアに瑕疵のないこと、的確性、正確性、信頼性もしくは最新性などの品質上または
性能上の明示または黙示の保証をするものではありません。また、横河ソフトウエアが他のソフトウエアとの間で不整合、相互干渉などの影響のないことを保証する
ものでもありません。

2.  前項の規定に関わらず、横河ソフトウエアに第三者プログラムが存在する場合の保証期間、保証条件については、かかるプログラムの供給者の定めるところによるも
のとします。

3.  当社は、自己の判断により必要と認めた場合、横河ソフトウエアに関するレビジョンアップおよびバージョンアップ（以下、アップデートサービスといいます）を実
施することがあります。

4.  前項の定めにも拘らず、当社は、いかなる場合であってもお客様により改変または修正された横河ソフトウエアに関するアップデートサービスについては、第三者に
より改変・修正された場合を含め、一切対応しないものとします。

第 5 条（特許権、著作権の侵害に関する損害賠償責任）
1.  お客様は、横河ソフトウエアについて、第三者から特許権、商標権、著作権その他の権利に基づき使用の差し止め、損害賠償請求などが行われた場合は、書面にて速

やかに請求の内容を当社に通知するものとします。
2.  前項の請求などが当社の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から当社に防御、交渉に必要なすべての権限を与えていただき、

かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、当社は自己の費用負担で当該請求などの防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終的に認められた
責任を負うものとします。

3.  当社は第 1 項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、当社の選択により、当社の費用で下記のいずれかの処置を取るものとします。
 （a）正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウエアの使用を継続する権利を取得する。（b）第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウエア製品と交換する。
 （c）第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウエアを改造する。
4.  前項各号の処置がとれない場合、当社は、お客様から当社にお支払い頂いた第 2 条第 1 項に定める使用料の対価を限度として損害を賠償するものとします。

第 6 条（責任の制限）
本契約に基づいて当社がお客様に提供した横河ソフトウエアによって、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本契約の規定に従って対
応するものとしますが、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害（営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害その他）
については一切責任を負わないものとし、かつ当社の損害賠償責任は、かかる横河ソフトウエアについてお客様からお支払いを受けた第 2 条第 1 項に定める使用料の対
価を限度とします。なお、当社が納入した製品をお客様が当社の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウエアとの結合を行い、またはその他基本仕様書ま
たは機能仕様書との相違を生ぜしめた場合は、当社は一部または全ての責任を免れることができるものとします。

第 7 条（輸出規制）
お客様は、事前に当社の同意を得た場合を除き、横河ソフトウエアを、直接、間接を問わず輸出または他国に伝送しないものとします。

第 8 条（本契約の期間）
本契約は、お客様が横河ソフトウエアを受領した日から、契約解除されない限り、お客様または当社が相手方に対し、1 ヶ月前に書面による通知によって当該ソフトウ
エア製品の使用を終了させるまで、またはお客様の横河ソフトウエアの使用終了時まで、有効とします。

第 9 条（使用の差止め）
横河ソフトウエアの使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウエアを使用するに
著しく不適切であると当社が判断した場合には、当社はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。

第 10 条（解除）
当社は、お客様が本契約に違反した場合には、何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できます。ただし、本契約終了または解除後といえども第 5 条、第
6 条ならびに第 11 条は効力を有するものとします。

第 11 条（管轄裁判所）
本契約に関して生じた紛争、疑義については、両者誠意を持って協議解決するものとします。ただし、一方当事者が他方当事者に協議解決をしたい旨の通知後 90 日以内
に両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所（本庁）を第一審の専属的管轄裁判所とします。
以上
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは、以下に示す第 1 章～第 5 章、付録および索引で構成され
ています。
章 タイトル 内容
1 概要
  SxAPI の概要について説明しています。
2 イベント
  イベント要因やプログラミングについて説明しています。
3 関数詳細
  SxAPI の各所関数の詳細について説明しています。
4 SL1000 の通信コマンド
  SL1000 で対応している通信コマンドについて説明しています。
5 エラーコード
  SxAPI によるエラーコードと SL1000 本体のエラーコードについて説明していま

す。
 付録 
  サンプルプログラムを紹介しています
 索引
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1.1 ファイル構成と動作環境

フォルダ / ファイル構成
フォルダ ファイル名 再頒布 説明

SL1000 
Control 
API

LIB

SxAPI.dll
tmctl.dll
YKMUSB.dll

可能 作成したプログラムを実行するときに必要なダイナミックリングライブラ
リです。実行ファイル (.exe) と同じフォルダに配置して使用してください。

SxAPI.h
SxAPI.lib

禁止 C/C++ でプログラミングするときに必要なヘッダーファイルおよびライブ
ラリファイルです。

SxAPI.NET.dll 可能 VB.NET または VC# でプログラミングおよび実行するときに必要な .NET 用
コントロールライブラリです。実行ファイル (.exe) と同じフォルダに配置
して使用してください。*1

VB6
SxAPI.bas 禁止 VB6 でプログラミングするときに必要な標準モジュールです。
SxEvent.ocx 可能 VB6 で SxAPI の非同期メッセージを処理する場合に使用する ActiveX コン

トロールです。事前に RegSvr32.EXE 等で登録して使用してください。

x64

SxAPI.dll
tmctl64.dll
YKMUSB64.dll

可能 64bit 版のライブラリです。

SxAPI.h
SxAPI.lib

禁止

SxAPI.NET.dll *1 可能

Samples

VC++
VB6
VC#
VB.NET

禁止 各言語用のサンプルプログラムです。VC++2008 用、VB6.0 用，VC#2008 用，
VB2008 用をそれぞれ用意しています。( 各サンプルのプロジェクトで使用
するライブラリファイルは、LIB フォルダとの相対パスで指定してあります。
サンプルをコピーしてそのままコンパイルする場合は、LIB フォルダとの相
対パスを同じにする必要があります。)

IM 720320-01.pdf
IM 720320-17.pdf

禁止 SL1000 コントロール API ユーザーズマニュアル
SL1000 アクイジションユニット通信インタフェースユーザーズマニュアル

 本パッケージには、USB ドライバは含まれていません。
 USB で接続する場合は、SL1000 ユニットに付属されているアクイジションソフトウエアのマニュアルに従って、

USB ドライバをイントールしてください。
*1 VB.NET または VC# でプログラミングする場合は、プロジェクトに設定した「プラットフォームターゲット」

に応じて 32bit の SxAPI.NET.dll または 64bit 版の SxAPI.NET.dll( ｘ 64 フォルダ内 ) を使用してください。
 ま た、32bit 版 の SxAPI.NET.dll、tmctl.dill、YKMUSB.dll ま た は 64bit 版 の SxAPI.NET.dll、tmctl64.dll、

YKMUSB64.dll を、実行ファイルと同じフォルダに置いてください。

動作環境
対応OS
Microsoft Windows 7、Windows 8 または Windows 8.1
対応開発環境
Microsoft Visual C++ 2008 以上 / Microsoft Visual Basic 6.0 /
Microsoft Visual Basic 2008 以上 / Microsoft Visual C# 2008 以上

第 1章	 概要
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位置づけ
アプリケーションプログラムから見た本 API の位置づけは以下のとおりです。灰色部分
が本 API で提供するソフトウエアです。

  

アプリケーションプログラム
計測制御用ライブラリ 
SxAPI (SxAPI.dll)

通信ライブラリ TMCTL (tmctl.dll)

TCP/IP
 (Winsock)

VXI - 11 プロトコル USBTMCプロトコル

SL1000ユニット本体 

Ethernet I/F

USBドライバ
(YKMUSB.SYS)

USB I/F

PC

OS

ライブラリ

Ethernet USB

Ethernet I/F USB I/F

カーネル

Win32API
USB通信ライブラリ

(YKMUSB.dll)

.NET用コントロールライブラリ 
 (SxAPI.NET.dll)

.NET
Framework

1.1　ファイル構成と動作環境



1-3IM 720320-01

概
要

1

2

3

4

5

付

索

1.2 SxAPI のプログラミング

ハンドル
SxAPI は、ハンドルベースの API です。
一般的にファイルをアクセスする場合、ファイル名を指定することによりファイルを
オープンし、オープンした結果得られるファイルハンドルを元にデータのリード / ライ
トなどを行います。これと同じように、通信方式やグループ ID を指定してそれらをオー
プン ( 接続 ) します。その結果得られる通信ハンドルやユニットグループハンドルにより、
情報を取得したり、測定のための設定や実行制御などを行います。
SxAPI のハンドルは、ユニットやモジュールあるいはチャネルのアクセスを容易にする
ために、以下のような特長をもっています。
1. 複数のユニットから構成されるユニットグループを、１つのハンドル（ユニットグルー

プハンドル）で指定できます。この結果、１つの関数の実行により、同じユニットグ
ループ内の複数のユニットにアクセスすることができます。

2. ユニットグループハンドルからユニットハンドル、モジュールハンドル、チャネルハ
ンドル等を取得できます。設定する内容に合わせてハンドルを使い分けることにより、
必要なアイテムに効率よくアクセスできます。

3. 通信方式、グループ ID、そしてスロット番号やチャネル番号等は論理的に管理・処
理されるので、プログラムはネットワーク上の接続位置やモジュールの挿入スロット
位置の影響を受けません。

 これにより保守性の高いアプリケーションの開発が可能です。

ハンドルの種類は以下のとおりです。

ハンドル種別 
シンボル

説明

通信ハンドル
SX_HNDL_COMM

SxInit() で通信と接続することにより取得するハンドルです。 
接続中の通信をハンドリングします。
プログラムを終了する前に SxExit() により必ず切断（開放）して
ください。

ユニットグループハンドル
SX_HNDL_GROUP

SxOpenGroup() でユニットグループをオープンすることにより取
得するハンドルです。
オープン中のユニットグループをハンドリングします。
通信を切断する前に SxCloseGroup() で必ずクローズしてください。

ユニットハンドル
SX_HNDL_UNIT

SxUnitHndl() または SxMyUnitHndl() で取得するハンドルです。
一つのユニットをハンドリングします。
クローズ（開放）処理はありません。

モジュールハンドル
SX_HNDL_MOD

SxModHndl() もしくは SxMyModHndl() で取得するハンドルです。
一つのモジュールをハンドリングします。
クローズ（開放）処理はありません。

チャネルハンドル
SX_HNDL_CH

SxChHndl() で取得するハンドルです。
一つのチャネルをハンドリングします。
クローズ（開放）処理はありません。

測定グループハンドル
SX_HNDL_MEASGRP

SxMeasgrpHndl() もしくは SxMyMeasgrpHndl() で取得するハンド
ルです。
一つの測定グループをハンドリングします。
クローズ（開放）処理はありません。

それぞれのハンドルの関連（ツリー構造）を次ページに示します。
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通信ハンドル

ユニットグループハンドル A ユニットグループハンドル B

ユニットハンドル A:0 ユニットハンドル A:1 ユニットハンドル A:2

モジュールハンドル A:0:0 モジュールハンドル A:0:1 モジュールハンドル A:0:2

チャネルハンドル A:0:0:0 チャネルハンドル A:0:0:0

設定、クエリ
SxAPI はハンドルの制御以外に、測定モード、サンプリングレート、レコード時間と言っ
た時間軸に関わる測定条件の設定、クエリと測定データ取得 / 保存をする関数を提供し
ます。
モジュールの種類によって異なる電圧レンジ、カップリング、トリガレベルと言った
縦軸に関わる設定や、アラーム、波形パラメータ演算、GO/NOGO 判定など、専用関
数で提供されない機能を使用する場合はユニットの通信コマンドを SxSetControl() や
SxGetControl() 等の API を用いて送受信します。
ユニットの通信コマンドの仕様については 4 章をご覧ください。
本 API では、ユニットのクエリコマンドに対する応答は「データのみ」( すなわち「ヘッ
ダーなし」) となるように、オープン時に自動的に設定されています。

非同期メッセージ ( イベント )
SxAPI には、アプリケーションプログラムの実行効率を高めるために、ユニットでのト
リガ検出や測定終了したことをウィンドウメッセージで通知する機能があります。ここ
ではこれをイベントと呼びます。
イベントはユニットからの SRQ（サービスリクエスト）割り込みを利用して発生させて
います。
これにより、通知されるイベントに応じて処理を行なうプログラムを記述することがで
きます。また、これらのメッセージの処理を容易にするために、Visual Basic 6.0 で利用
可能な OCX も用意しています。また、.NET 用コントロールライブラリでは、SRQ の通
知はイベントメソッドを通じて行うようになっています。
詳細については、2 章をご覧ください。

1.2　SxAPI のプログラミング
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1.3 プログラミングフロー
SxAPI を用いたアプリケーションプログラムの基本的なフローを以下に示します。

  

プログラム終了

通信接続
Sxht()

ユニットグループオープン
SxOpenGroup()

イベントハンドラ

Y

N

イベントハンドラ生成
SxCreateEvent()

測定条件設定/クエリ
SxSetControl()
SxGetControl()

etc

測定開始
SxAcqStart()

イベント待ち

イベントハンドラ削除
SxCreateEvent()

ユニットグループクローズ
SxCloseGroup()

通信切断
SxExit()

測定データ保存 /読み出し
SxSaveAcqData()
SxGetAcqData()

etc

測定終了
通知？

イベントハンドラ

プログラム開始
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1.4 .NET 用コントロールライブラリ
.NET 環境でプログラミングする場合は、コントロールライブラリ SxAPI.NET.dll を使用し
ます。
このコントロールライブラリの緒元は次の通りです。

名前空間
namespace SxAPI
クラス
以下の２つのクラスがあります。
class SxAPI すべての関数をメソッドとして提供します。
class SxEventArgs イベントデリゲートメソッド Event の引数を提供します。
メソッド
すべての関数は SxAPI クラスのメソッドとして提供しています。
本書の 3 章「関数詳細」では、.NET 用のメソッドのインタフェースを斜字体で記載して
います。
原則として、VC++/VB6 用の関数名の先頭の "Sx" を除いたものが対応するメソッド名で
す。本書では VC++/VB6 用の関数名で説明しています。.NET 環境でプログラミングする
場合は、先頭の "Sx" を除いて読み替えてください。
非同期メッセージ通知
非同期メッセージはイベントデリゲートメソッド "Event" を通じて行われます。
詳細は 2 章をご覧ください。
構造体、定数
構造体や定数の定義内容は VC++/VB6 用と基本的には同じですが、定数の定義には
enum を利用しています。
.NET の構造体や定数については、本書に記載されている VC++ 用のインタフェースの構
造体や定数から容易に類推できるため、省略しています。
 
コントロールライブラリの導入手順（参考）

1.  Visual Studio の [ ツール ]-[ ツールボックス アイテムの選択 ] メニューで「ツール
ボックス アイテムの選択ダイアログ」を起動し、[.NET Framework コンポーネント ]
タブの [ 参照 ] ボタンを押します。

 「開く」ダイアログが起動されます。
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1.4　.NET 用コントロールライブラリ

2.  「開く」ダイアログで "SxAPI.NET.dll" を選択し、[ 開く ] ボタンを押します。

      

3.   "SxAPI" をチェックして [OK] ボタンを押します。
 「ツールボックス」に "SxAPI" が追加されます。

      

4.  「ツールボックス」の「SxAPI」アイコンをフォーム上にドラッグアンドドロップ
します。
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2.1 イベント要因
SxAPI のイベントは、要因がビットアサインされた 32 ビット整数の形式でアプリケー
ションプログラムに渡されます。したがって、複数の要因が同時に届くこともあります。
また、短期間に同じ要因のイベントが発生すると１つにまとめらる場合もあります ( ア
プリケーションプログラムがイベントを受信した回数は、イベントが実際に発生した回
数よりも少なくなることがあります )。
受信したいイベント要因は SxCreateEvent() でイベントハンドラ生成時に指定できます。
アプリケーションプログラムが受信できるイベントの要因を下表に示します。

定義
( 斜体文字は .NET 用 )

ビットアサイン 発生理由

SX_EV_ACQ_START
EV.ACQ_START

0x00010000 測定を開始した

SX_EV_ACQ_STOP
EV.ACQ_STOP

0x00020000 測定を終了した

SX_EV_TRIG_START
EV.TRIG_START

0x00040000 トリガを検出した ( トリガモード時 )

SX_EV_TRIG_END
EV.TRIG_END

0x00080000 トリガ測定が終了した ( 収集するたびに発生 )

SX_EV_ACQ_DATA_READY
EV.ACQ_DATA_READY

0x08000000 フリーランモード時に指定点数分のデータを
収集した ( 収集するたびに発生 )

SX_EV_SAVE_SATRT
EV.SAVE_SATRT

0x02000000 PC 側の自動記録でファイル保存を開始した

SX_EV_SAVE_END
EV.SAVE_END

0x10000000 PC 側の自動記録でファイル保存が終了した

SX_EV_CHANNEL_ALARM
EV.CHANNEL_ALARM

0x20000000 チャネルアラームが発生した

第 2章	 イベント
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2.2 プログラミング方法

Visual Basic6.0 の場合 (SxEvent.ocx を使用する方法 )
VB を起動してプロジェクトを開いたあと、[ プロジェクト ]-[ コンポーネント ] メニュー
から「SxEvent ActiveX Control Module」を選択し、プロジェクトに追加します。追加後
は以下のようになります。

     

SxEvent.ocx

次に、上記の SxEvent.ocx のアイコンをダブルクリックして、イベントを受け取るフォー
ムに貼り付けます。以下のようになります。

     

上記の SxEvent.ocx アイコンをダブルクリックして、イベントハンドラを作成します。
イベントハンドラには、「SRQ1」の１種類だけがあります。
以下は、イベント要因が「SX_EV_TRIG_END(1 回のトリガ測定終了 )」だった場合に最
新の測定データをファイルに保存するプログラムの例です。

Private Sub SxEvent1_SRQ1(ByVal handle As Long, ByVal pattern As Long)

 If pattern And SX_EV_TRIG_END Then ' もし ｢ トリガ測定終了 ｣ イベントだったら
  ' 測定データ保存
  Err = SxSaveAcqData(handle, -1, "C:\Data\filename")

  ' 次のトリガ許可 (Normal モード時用の処理 )

  Err = SxEnableNextTrig(handle)

 End If

 

End Sub
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Visual C++ の場合 (PreTranslateMessage を使用する方法 )
SxInit() の第 1 引数でメッセージの送り先のウインドウが指定されていない (NULL が指
定されている ) 場合、メッセージはメインウインドウに送られます。
メインウインドウへのメッセージは、CWinApp の PreTranslateMessage をオーバーライ
ドして処理することができます。
 BOOL WeApiTestApp::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)

 {

   return CWinApp::PreTranslateMessage(pMsg);

 }

送られるメッセージ ID は RegisterWindowMessage(SX_WM_EVENT) で取得できます。
SX_WM_EVENT は SxAPI.h で次のように定義されます。
　　#define SX_WM_EVENT "WM_YOKOGAWA_TM_SX_EVENT"

SxAPI のイベントをハンドリングしたいウインドウに再送するには、次の例のようにし
ます。
この例では、イベントを CMainFrame へ送っています。
 BOOL WeApiTestApp::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)

 {

  // TODO: この位置に固有の処理を追加するか、または基本クラスを呼び出してください
  UINT msg = pMsg->message;

  if (msg == RegisterWindowMessage(SX_WM_EVENT))

   return m_pMainWnd->SendMessage(msg, pMsg->wParam, pMsg->lParam);

  else

   return CWinApp::PreTranslateMessage(pMsg);

 }

受け側のクラスでイベントハンドラを定義します。
 const UINT  wm_SxAPI = RegisterWindowMessage(SX_WM_EVENT);

 BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)

  //{{AFX_MSG_MAP(CSampleDlg)

  ON_WM_CREATE()

  ON_WM_CLOSE()

  ：
  //}}AFX_MSG_MAP

  ON_REGISTERED_MESSAGE(wm_SxAPI, OnSxEvent)

 END_MESSAGE_MAP()

さらに、イベントハンドラを記述します。
 LRESULT CMainFrame::OnSxEvent(WPARAM wp, LPARAM lp)

 {

  SX_HNDL_UNIT hUnit = wp; // WPARAM はユニットハンドル
  ULONG pattern = lp; // LPARAM はイベントパターン
  ：
  if(pattern & SX_EV_TRIG_END)

  {

   // トリガ終了イベントの処理
   ：
  }

  ：
  return TRUE;

 }

2.2　プログラミング方法
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Visual C# の場合 (SxAPI.NET コントロールライブラリを使用する方法 )

Visual Studio のデザイン上の SxAPI コントロールをフォーム上にドラッグして「プロパ
ティ」を開きます。  をクリックしてイベントのリストを表示させ、 "Event" をダブル
クリックします。

    

 
コードに以下のようにイベント処理用のメソッドが生成されます。

     

上記のメソッドにイベント処理のコードを書きます。
以下は、イベント要因が「SX_EV_TRIG_END( １回のトリガ測定終了 )」だった場合に最
新の測定データをファイルに保存するプログラムの例です。
private void sxAPI1_Event(object sender, SxAPI.SxEventArgs e)

{

 int ret;

 if((e.pattern & (uint)EV.TRIG_END) != 0) //もし ｢ トリガ測定終了 ｣ イベントだったら
 {

  // 測定データ保存
  ret = sxAPI1.SaveAcqData(e.unitHndl, -1, "C:\\Data\\filename");

  // 次のトリガ許可 (Normal モード時用の処理 )

  ret = sxAPI1.EnableNextTrig(e.unitHndl);

 }

}

2.2　プログラミング方法
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3.1 関数一覧

初期化 / 終了
機能 関数名 ページ
初期化 SxInit 3-6
終了 SxExit 3-6
再検索 SxReSearch 3-7

機器情報取得
機能 関数名、 ページ

ユニットグループ情報取得 SxGetGroupInfo 3-8
ユニット数取得 SxGetUnitNum 3-8
ユニット情報取得 SxGetUnitInfo 3-9
 SxGetUnitInfoS
モジュール情報取得 SxGetModInfo; 3-9

ハンドルオープン / クローズ
機能 関数名 ページ

ユニットグループオープン SxOpenGroup 3-10
 SxOpenGroupEx
ユニットグループクローズ SxCloseGroup  3-10
ユニットオープン SxOpenUnit 3-11
 SxOpenUnitEx 3-11
ユニットクローズ SxCloseUnit

通信ハンドル取得
機能 関数名 ページ

通信ハンドル取得 SxMyCommHndl 3-12
ユニットグループハンドル取得 SxMyGrpHndl 3-12
ユニットハンドル取得 SxMyUnitHndl 3-12
ユニットハンドル取得 ( ユニット番号指定 ) SxUnitHndl 3-12
測定グループハンドル取得 SxMyMeasgrpHndl 3-13
測定グループハンドル取得 SxMeasgrpHndl 3-13
( 測定グループ番号指定 )
モジュールハンドル取得 SxMyModHndl 3-14
 SxModHndl
チャネルハンドル取得 SxChHndl 3-14

各種値取得
機能 関数名 ページ

チャネル番号取得 SxChNo 3-15
モジュール番号取得 SxModNo 3-15
ユニット番号取得 SxUnitNo 3-15
ユニットグループ番号取得 SxGrpNo 3-15
測定グループ番号取得 SxMeasgrpNo 3-16
チャネル数取得 SxChNum 3-16
モジュール数取得 SxModNum 3-16
ユニット数取得 SxUnitNum 3-16

測定グループ設定
機能 関数名 ページ
測定グループ設定 SxSetupMeasgrp 3-17

第 3章	 関数詳細
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通信コマンド制御
機能 関数名 ページ
コマンド送信 SxSetControl 3-18
バイナリデータ送信 SxSetControlBinary 3-20
コマンド送受信 SxGetControl 3-20
コマンド送受信 ( バイナリデータ ) SxGetControlBinary 3-21
受信パラメータ抽出 SxGetParam 3-21
( 指定バッファへのコピー ) SxGetParamStr
受信パラメータ抽出 ( 位置取得 ) SxGetParamPos 3-22

イベント制御
機能 関数名 ページ
イベントハンドラ生成・通知許可 SxCreateEvent 3-23
イベントハンドラ削除 SxDeleteEvent 3-23
イベントの許可 SxEnableEvent 3-24
次回のトリガと関連イベント通知の許可 SxEnableNextTrig 3-24

測定条件設定、問い合わせ
機能 関数名 ページ
測定 On/Off の設定 SxSetAcqSwitch 3-25
測定 On/Off の問い合わせ SxGetAcqSwitch 3-25
記録 On/Off の設定 SxSetRecSwitch 3-26
記録 On/Off の問い合わせ SxGetRecSwitch 3-26
測定モードの設定 SxSetAcqMode 3-26
測定モードの問い合わせ SxGetAcqMode 3-26
サンプルクロックの設定 SxSetClockSource 3-27
サンプルクロックの問い合わ SxGetClockSource 3-27
サンプル周波数の設定 SxSetSamplingRate 3-27
サンプル周波数の問い合わせ SxGetSamplingRate 3-27
サンプル周期の設定 SxSetSamplingInterval 3-28
サンプル周期の問い合わせ SxGetSamplingInterval 3-28
サンプル点数の設定 SxSetAcqLength 3-28
サンプル点数の問い合わせ SxGetAcqLength 3-28
サンプル時間の設定 SxSetAcqSpan 3-29
サンプル時間の問い合わせ SxGetAcqSpan 3-29
トリガモードの設定 SxSetTrigMode 3-29
トリガモードの問い合わせ SxGetTrigMode 3-29
プリトリガポジションの設定 SxSetTrigPos 3-30
プリトリガポジションの問い合わせ SxGetTrigPos 3-30
プリトリガ点数の設定 SxSetPretrigLength 3-30
プリトリガ点数の問い合わせ SxGetPretrigLength 3-30
プリトリガ時間の設定 SxSetPretrigTime 3-31
プリトリガ時間の問い合わせ SxGetPretrigTime 3-31
トリガディレイの設定 SxSetTrigDelay 3-31
トリガディレイの問い合わせ SxGetTrigDelay 3-31
トリガホールドオフの設定 SxSetTrigHoldOff 3-32
トリガホールドオフの問い合わせ SxGetTrigHoldOff 3-32
トリガ回数の設定 SxSetTrigCount 3-32
トリガ回数の問い合わせ SxGetTrigCount 3-32
チャネルラベルの設定 SxSetChLabel 3-33
チャネルラベルの問い合わせ SxGetChLabel 3-33
保持可能な収集データ数の問い合わせ SxGetAcqCapacity 3-33

3.1　関数一覧
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自動記録条件設定、問い合わせ
機能 関数名 ページ
自動記録先の設定 SxSetRecDest 3-34
自動記録先の問い合わせ SxGetRecDest 3-34
記録開始条件の設定 SxSetRecStartCond 3-34
記録開始条件の問い合わせ SxGetRecStartCond 3-35
記録開始時刻の設定 SxSetRecStartTime 3-35
記録開始時刻の問い合わせ SxGetRecStartTime 3-35
記録終了条件の設定 SxSetRecStopCond 3-36
記録終了条件の問い合わせ SxGetRecStopCond 3-36
記録終了時刻の設定 SxSetRecStopTime 3-37
記録終了時刻の問い合わせ SxGetRecStopTime 3-37
記録時間の設定 SxSetRecSpan 3-37
記録時間の問い合わせ SxGetRecSpan 3-37
記録点数の設定 SxSetRecExtClkPoints 3-38
記録点数の問い合わせ SxGetRecExtClkPoints 3-38
定間隔記録モードの設定 SxSetRecIntervalMode 3-38
定間隔記録モードの問い合わせ SxGetRecIntervalMode 3-38
記録間隔の設定 SxSetRecInterval 3-39
記録間隔の問い合わせ SxGetRecInterval 3-39
記録間隔点数の設定 SxSetRecExtClkInterval 3-39
記録間隔点数の問い合わせ SxGetRecExtClkInterval 3-39
記録回数の設定 SxSetRecTimes 3-40
記録回数の問い合わせ SxGetRecTimes 3-40
記録先フォルダ (PC 側 ) の設定 SxSetRecFileFolder 3-40
記録先フォルダ (PC 側 ) の問い合わせ SxGetRecFileFolder 3-40
オートネーミングの設定 SxSetRecFileAutoNaming 3-41
オートネーミングの問い合わせ SxGetRecFileAutoNaming 3-41
ファイル名の設定 SxSetRecFileName 3-41
ファイル名の問い合わせ SxGetRecFileName 3-41
ファイル数制限モードの設定 SxSetRecFileOrder 3-42
ファイル数制限モードの問い合わせ SxGetRecFileOrder 3-42
制限ファイル数の設定 SxSetRecCyclicFiles 3-42
制限ファイル数の問い合わせ SxGetRecCyclicFiles 3-42
コメントの設定 SxSetRecFileComment 3-43
コメントの問い合わせ SxGetRecFileComment 3-43
記録中ファイル情報の取得 (PC 側 ) SxGetRecCurrentFileInfo 3-43
記録済ファイル情報の取得 (PC 側 ) SxGetRecLastFileInfo 3-43

測定制御
機能 関数名 ページ
測定開始 SxAcqStart 3-44
測定停止 SxAcqStop 3-44
ラッチ実行 ( フリーラン測定時 ) SxAcqLatch 3-44
 SxAcqLatchL
 SxAcqLatchD
測定 / 保存動作の確認 SxIsRun 3-45
マニュアルトリガ発生 SxExecManualTrig 3-45

自動記録制御
機能 関数名 ページ
記録開始 SxRecStart 3-46
記録停止 SxRecStop 3-46
ファイル分割 SxRecDivide 3-46

　　	 3.1　関数一覧
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測定データ取得、消去
機能 関数名 ページ
収集データ情報 ( 物理値変換定数 ) の取得 SxGetChannelInfo 3-47
ラッチ区間サンプル点数の取得 SxGetLatchLength 3-47
最新アクイジション番号の取得 SxGetLatestAcqNo 3-47
 SxGetLatestAcqNoL
 SxGetLatestAcqNoD
波形データの取得 SxGetAcqData 3-48
 SxGetAcqDataL
 SxGetAcqDataD
波形データの取得 ( 部分取得 ) SxGetAcqDataEx 3-49
 SxGetAcqDataExL
 SxGetAcqDataExD
データ収集時刻の取得 SxGetAcqTime 3-50
 SxGetAcqTimeL
 SxGetAcqTimeD
測定グループ間位相差の取得 SxGetAcqDelay( 3-51
 SxGetAcqDelayL
 SxGetAcqDelayD
WDF ファイルの作成 SxSaveAcqData 3-51
 SxSaveAcqDataL
 SxSaveAcqDataD
WDF ファイルの作成 ( 部分保存 ) SxSaveAcqDataEx 3-52
 SxSaveAcqDataExL
 SxSaveAcqDataExD
瞬時値の取得 SxGetCurrentData 3-53
波形データの消去 SxClearAcqData 3-53

設定情報アクセス
機能 関数名 ページ
設定情報のセーブ SxSaveSetup 3-54
設定情報のロード SxLoadSetup 3-54
設定情報の初期化 SxInitSetup 3-54

システム関連
機能 関数名 ページ
ユニットグループ名設定 SxSetGroupName 3-55
ユニット名設定 SxSetUnitName 3-55
キャリブレーション実行 SxExecCal 3-56
セルフテスト実行 SxExecSleftest 3-56
ユニットの CPU 温度取得 SxGetCpuTemperature 3-56
ユニットの時計設定 SxSetSystemClock 3-57
ユニットの時計問い合わせ SxGetSystemClock 3-57
DHCP の設定 SxSetEthernetDHCP 3-58
DHCP の問い合わせ SxGetEthernetDHCP 3-58 
IP アドレスの設定 SxSetEthernetIP 3-58
IP アドレスの問い合わせ SxGetEthernetIP 3-58
サブネットマスクの設定 SxSetEthernetNetMask 3-59
サブネットマスクの問い合わせ SxGetEthernetNetMask 3-59
デフォルトゲートウェイの設定 SxSetEthernetGateway 3-59
デフォルトゲートウェイの問い合わせ SxGetEthernetGateway 3-59
SNTP の設定 SxSetSNTP 3-60
SNTP の問い合わせ SxGetSNTP 3-60
キーロックの設定 SxSetKeyLock 3-60
キーロックの問い合わせ SxGetKeyLock 3-61
エラーコード取得 SxGetError 3-61

3.1　関数一覧
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内蔵メディア操作
機能 関数名 ページ
ドライブ数の問い合わせ SxFileGetDriveNum 3-62
ドライブ情報の問い合わせ SxFileGetDriveInfo 3-62
カレントドライブの設定 SxFileSetCurrentDrive 3-62
カレントドライブの問い合わせ SxFileGetCurrentDrive 3-63
カレントディレクトリの設定 SxFileChDir 3-63
カレントディレクトリの問い合わせ SxFileCwDir 3-63
サブディレクトリの作成 SxFileMkDir 3-64
サブディレクトリの削除 SxFileRmDir 3-64
ファイル数の取得 SxFileGetFileNum 3-65
ファイル情報の取得 SxFileGetFileInfo 3-65
ファイルの削除 SxFileDelete 3-65
ファイルの取得 SxFileGet 3-66
ファイルの作成 SxFilePut 3-66
 SxFilePutM
内蔵 HDD のフォーマット SxFormatHDD 3-67

デバッグ支援
機能 関数名 ページ
トレースモードの設定 SxTraceSetMode 3-68
トレースモードの問い合わせ SxTraceGetMode 3-69
トレース出力 SxTracePrint 3-69
パフォーマンスタイマーのリセット SxResetTimer 3-69
パフォーマンスタイマーの取得 SxGetTimer 3-70

　　	 3.1　関数一覧
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3.2 初期化 / 終了

初期化　
int SxInit( HWND hWnd, int wire, char *option, SX_HNDL_COMM *hComm );
ERR Init( WIRE wire, string option, ref HNDL hComm );

動作
初期化処理 API です。この API の実行によって、ネットワークの初期化、接続されてい
るユニットの検索、API 実行環境の初期化などが行われ、指定したネットワークの通信
ハンドルを返します。アプリケーションプログラムから SxAPI を使用する場合に一番最
初に実行する必要があります。
この API を実行した場合は、アプリケーションを終了する前に SxExit() を実行する必要
があります。

引数
hWnd SRQ 受信時のウインドウメッセージの送信先を指定します。0 を指定した場

合はメインウインドウに送信されます。.NET 用インタフェースでは指定でき
ません。

wire 接続するネットワーク種別を指定します。
 SX_WIRE_USB：USB
 SX_WIRE_LAN：Ethernet
option ネットワークオプション文字列を指定します。
 USB の場合はここでの設定は無効です
 Ethernet の場合はユニット検索時のマスクアドレスを指定します
  ( 例 1) ""(Null)：サブネット内の全てのユニットが検索対象となります。
  ( 例 2) "255.255.255.0"：指定したアドレスでマスクされます
  ( 例 3) "192.168.21.3"：指定したアドレスのユニットのみ検索されます
hComm 初期化された通信ハンドルの格納先を指定します。エラーの場合は 0 が格納

されます。
戻値

正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

終了　　　
int SxExit( SX_HNDL_COMM hComm );
ERR Exit( HNDL hComm );

動作
終了処理 API です。この API の実行により hComm で指定した通信ハンドルのネットワー
クの通信ドライバや API 実行環境の終了処理を行います。アプリケーションプログラム
の最後で必ず実行してください。

引数
hComm  通信ハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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再検索　
int SxReSearch( SX_HNDL_COMM hComm );
ERR ReSearch( HNDL hComm );

動作
hComm で指定した通信ハンドルのネットワーク上のユニットを再検索します。この
API を実行すると、それ以前に取得した通信ハンドルより下位のハンドル ( ユニットグ
ループハンドル、ユニットハンドル、モジュールハンドル、チャネルハンドル、測定グルー
プハンドル ) は強制的に開放され無効になります。したがって、この API を実行した場
合はそれ以前に取得した下位のハンドルを再取得する必要があります。以前に取得した
ハンドルを使うと予期せぬ動作をすることがあるのでご注意ください。

引数
hComm  通信ハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.2　初期化 /終了
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3.3 機器情報取得

ユニットグループ情報取得
int SxGetGroupInfo( SX_HNDL_COMM | SX_HNDL_GROUP hAny, int groupNo, SX_INFO_GROUP 

*groupinfo );
ERR GetGroupInfo( HNDL hAny, int groupNo, ref INFO_GROUP groupinfo);

動作
hAny が通信ハンドルの場合は groupNo で指定した番号のユニットグループ情報を取得
します。
hAny がユニットグループハンドルの場合は、そのユニットグループ情報を取得します。
その場合、groupNo の指定は無効です。

引数
hAny 通信ハンドル または ユニットグループハンドル
groupNo グループ番号 (0 ～ 15)( ユニットグループハンドルの場合は無効 )
groupinfo ユニットグループ情報の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ユニット数取得
int SxGetUnitNum( SX_HNDL_COMM hComm, int groupNo, int *unitNum );
ERR GetUnitNum( HNDL hComm, int groupNo, ref int unitNum );

動作
groupNo で指定したユニットグループ番号のユニット数を取得します。

引数
hComm 通信ハンドル
groupNo グループ番号 (0 ～ 15)
unitNum ユニット数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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ユニット情報取得
int SxGetUnitInfo( SX_HHDL_COMM | SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int groupNo, int 

unitNo, SX_INFO_UNIT *unitInfo); 
ERR GetUnitInfo( HNDL hComm, int groupNo, int unitNo, ref INFO_UNIT unitInfo );

動作
hAny が通信ハンドルの場合は groupNo で指定した番号のユニットグループの unitNo
で指定したユニット番号のユニット情報を取得します。
hAny がユニットグループハンドルの場合、groupNo は無視され、unitNo で指定したユ
ニット番号のユニット情報リストを取得します。
hAny がユニットハンドルの場合、groupNo、unitNo は無視され、当該ユニットのユニッ
ト情報リストを取得します。
指定した条件に２つ以上のユニットが存在する場合はエラーになります。

引数
hAny 各種ハンドル
groupNo グループ番号 (0 ～ 15)
unitNo ユニット番号 (0 ～ 7)
unitInfo ユニット情報の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetUnitInfoS( SX_HNDL_COMM hComm, int groupNo, int index, SX_INFO_UNIT *unitInfo );
ERR GetUnitInfoS( HNDL hComm, int groupNo, int index, ref INFO_UNIT unitInfo );

動作
groupNo で指定した番号のユニットグループの index で指定した検出番号 ( 検出された
順に振られた 0 から始まる番号 ) のユニット情報を取得します。index に指定できる最
大値は SxGetUnitNum() で取得されるユニット数－ 1 です。

引数
hComm 通信ハンドル
groupNo グループ番号 (0 ～ 15)
index 検出番号 (0 ～ )
unitInfo ユニット情報の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

モジュール情報取得
int SxGetModInfo( SX_HNDL_MOD hMod, SX_INFO_MOD *modInfo );
ERR GetModInfo( HNDL hMod, ref INFO_MOD modInfo );

動作
hMod で指定したモジュールのモジュール情報を取得します。

引数
hMod モジュールハンドル
modInfo モジュール情報の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.3　機器情報取得
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3.4 ハンドルオープン、クローズ

ユニットグループオープン
int SxOpenGroup( SX_HNDL_COMM hComm, int groupNo, SX_HNDL_GROUP *hGrp );
int SxOpenGroupEx( SX_HNDL_COMM hComm, int groupNo,  SX_HNDL_GROUP *hGrp,  

int comm_tout, int alive_tout );
ERR OpenGroup( HNDL hComm, int groupNo, ref HNDL hGrp );
ERR OpenGroupEx( HNDL hComm, int groupNo,  ref HNDL hGrp, int comm_tout, int alive_tout );

動作
hComm で指定した通信ハンドルの groupNo で指定した番号のユニットグループのハ
ンドルを取得します。指定したユニットグループにユニットが 1 つもないか、あるいは、
ユニットグループのオープン可能条件に違反する場合はエラーになります。
SxOpenGroupEx() は通信タイムアウト時間と接続タイムアウト時間を指定できます。
SxOpenGroup() を使用した場合は、通信タイムアウト時間は 5 秒、接続タイムアウト時
間は 10 秒に設定されます。
これらの API で取得したユニットグループハンドルは、通信ハンドルの開放 (SxExit()) の
前に SxCloseGroup() 関数によって必ずクローズしてください。

引数
hComm 通信ハンドル
groupNo ユニットグループ番号 (0 ～ 15)
hGrp ユニットグループハンドルの格納先アドレス
comm_tout 通信タイムアウト時間 [ 秒 ]
alive_tout 接続タイムアウト時間 [ 秒 ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ユニットグループクローズ
int SxCloseGroup( SX_HNDL_GROUP hGrp ); 
ERR CloseGroup( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したユニットグループをクローズ ( 開放 ) します。
SxOpenGroup() または SxOpenGroupEx() で取得したユニットグループハンドルは、通
信ハンドルの開放 (SxExit()) の前に、この API によって必ずクローズしてください。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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ユニットオープン
int SxOpenUnit( SX_HNDL_COMM hComm, char *address, SX_HNDL_UNIT *hUnit );
int SxOpenUnitEx( SX_HNDL_COMM hComm, char *address, SX_HNDL_UNIT *hUnit, int comm_tout, 

int alive_tout );
ERR OpenUnit( HNDL hComm, string address, ref HNDL hUnit );
ERR OpenUnitEx( HNDL hComm, string address, ref HNDL hUnit, int comm_tout, int alive_tout );

動作
hComm で指定した通信ハンドルの address で指定したアドレスのユニットのハンドル
を取得します。指定したアドレスのユニットがない場合はエラーになります。
SxOpenUnitEx() は通信タイムアウト時間と接続タイムアウト時間を指定できます。
SxOpenUnit() を使用した場合は、通信タイムアウト時間は 5 秒、接続タイムアウト時間
は 10 秒に設定されます。
測定制御や自動記録制御を行う場合は、ユニットグループハンドルが必要です。
SxOpenGroup() 等によりユニットグループをオープンしてください。
これらの API で取得したユニットハンドルは、通信ハンドルの開放 (SxExit) の前に
SxCloseUnit() 関数によって必ずクローズしてください。

引数
hComm 通信ハンドル
address アドレス
 USB の場合はシリアル番号 ( 例："12A456789")
 Ethernet の場合は IP アドレス ( 例："192.168.21.3")
hUnit ユニットハンドルの格納先アドレス

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ユニットクローズ
int SxCloseUnit( SX_HNDL_UNIT hUnit );
ERR CloseUnit( HNDL hUnit );

動作
hUnit で指定したユニットをクローズ ( 開放 ) します。
SxOpenUnit() または SxOpenUnitEx() で取得したユニットハンドルは、通信ハンドルの
開放 (SxExit()) の前にこの API によって必ずクローズしてください。

引数
hUnit ユニットハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.4　ハンドルオープン、クローズ
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3.5 各種ハンドル取得

通信ハンドル取得
SX_HNDL_COMM SxMyCommHndl(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_

CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny );
HNDL MyCommHndl( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属する通信ハンドルを返します。

引数
hAny  各種ハンドル

戻値
通信ハンドル ( エラーの場合は 0)

ユニットグループハンドル取得
SX_HNDL_GROUP SxMyGrpHndl(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_

CH | SX_HNDL_MEASGRP  hAny );
HNDL MyGrpHndl( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットグループのハンドルを返します。
hAny がユニットグループの場合は hAny をそのまま返します。

引数
hAny   各種ハンドル

戻値
ユニットグループハンドル ( エラーの場合は 0)

ユニットハンドル取得
SX_HNDL_UNIT SxMyUnitHndl(SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
HNDL MyUnitHndl( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットのハンドルを返します。
hAny がユニットの場合は hAny をそのまま返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
ユニットハンドル ( エラーの場合は 0)
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ユニットハンドル取得 ( ユニット番号指定 )
SX_HNDL_UNIT SxUnitHndl(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | 

SX_HNDL_MEASGRP  hAny, int unitNo );
HNDL UnitHndl( HNDL hAny, int unitNo );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットグループの unitNo で指定されたユニッ
トのハンドルを返します。
hAny がユニットの場合は hAny がそのまま返ります。(unitNo の指定は無視されます。)
hAny がモジュールまたはチャネルの場合は所属するユニットのハンドルが返ります。 
(unitNo の指定は無視されます。)

引数
hAny  各種ハンドル
int unitNo ユニット番号 (0 ～ 7)

戻値
ユニットハンドル ( エラーの場合は 0)

測定グループハンドル取得
SX_HNDL_MEASGRP SxMyMeasgrpHndl( SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
HNDL MyMeasgrpHndl( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属する測定グループのハンドルを返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
測定グループハンドル ( エラーの場合は 0)

測定グループハンドル取得 ( 測定グループ番号指定 )
SX_HNDL_MEASGRP SxMeasgrpHndl( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_

HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP  hAny, int sampleNo );
HNDL MeasgrpHndl( HNDL hAny, int sampleNo );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットグループの sampleNo で指定された測
定グループのハンドルを返します。
hAny が測定グループの場合は hAny がそのまま返ります (sampleNo の指定は無視され
ます )。
hAny がモジュールもしくはチャネルの場合は所属する測定グループが返ります
(sampleNo の指定は無視されます )。

引数
hAny 各種ハンドル
sampleNo 測定グループ番号 (0 ～ 3)

戻値
測定グループハンドル ( エラーの場合は 0)

3.5　各種ハンドル取得
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モジュールハンドル取得
SX_HNDL_MOD SxMyModHndl(SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
HNDL MyModHndl( HNDL hAny );

動作
hAny がチャネルの場合は所属するモジュールのハンドルを返します。
hAny がモジュールの場合は hAny をそのまま返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
モジュールハンドル ( エラーの場合は 0)

モジュールハンドル取得 ( モジュール番号指定 )
SX_HNDL_MOD SxModHndl( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_

CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, int moduleNo );
HNDL ModHndl( HNDL hAny, int moduleNo );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットの moduleNo で指定されたモジュール
のハンドルを返します。hAny がユニットグループまたは測定グループの場合はユニッ
ト 0 からの通し番号で指定します。
hAny がモジュールの場合は hAny がそのまま返ります (moduleNo の指定は無視されま
す )。
hAny がチャネルの場合は所属するモジュールのハンドルが返ります (moduleNo の指定
は無視されます )。

引数
hAny 各種ハンドル
moduleNo  モジュール番号 (hAny が SX_HNDL_GROUP の場合はユニット 0 からの通

し番号 )
戻値

モジュールハンドル ( エラーの場合は 0)

チャネルハンドル取得
SX_HNDL_CH SxChHndl(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_

HNDL_MEASGRP  hAny, int channelNo );
HNDL ChHndl( HNDL hAny, int channelNo );

動作
hAny で指定されたハンドルの channelNo で指定されたチャネルのハンドルを返します。
hAny がユニットグループの場合はユニット 0 からの通し番号で指定します。
hAny がユニットの場合は当該ユニットの論理チャネル番号で指定します。
hAny がモジュールの場合は当該モジュールの先頭チャネルを 0 としたときの番号で指
定します。
hAny がチャネルの場合は hAny がそのまま返ります (channleNo の指定は無視されま
す )。
hAny が測定グループの場合は当該測定グループのユニット 0 からの ( 他の測定グルー
プに属するチャネルを除いた ) 通し番号で指定します。

引数
hAny 各種ハンドル
channelNo チャネル番号

戻値
チャネルハンドル ( エラーの場合は 0)

3.5　各種ハンドル取得
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3.6 各種値取得

チャネル番号取得
int SxChNo(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
int ChNo( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルの先頭チャネルの論理チャネル番号を返します。
hAny がユニットグループの場合は必ず 0 が返ります。
hAny がユニットの場合は当該ユニットの先頭チャネルの論理チャネル番号が返ります。
hAny がモジュールの場合は当該モジュールの先頭チャネルの論理チャネル番号が返り
ます。
hAny がチャネルの場合は当該チャネルの論理チャネル番号が返ります。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
論理チャネル番号 ( エラーの場合は -1)

モジュール番号取得
int SxModNo( SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
int ModNo( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するモジュールのスロット番号を返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
スロット番号 ( エラーの場合は -1)

ユニット番号取得
int SxUnitNo( SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH hAny );
int UnitNo( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニット番号を返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
ユニット番号 ( エラーの場合は -1)

ユニットグループ番号取得
int SxGrpNo(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_HNDL_

MEASGRP  hAny);
int GrpNo( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属するユニットグループ番号を返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
ユニットグループ番号 ( エラーの場合は -1)
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測定グループ番号取得
int SxMeasgrpNo( SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny);
int MeasgrpNo( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルが所属する測定グループ番号を返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
測定グループ番号 ( エラーの場合は -1)

チャネル数取得
int SxChNum(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_HNDL_

MEASGRP  hAny);
int ChNum( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルに所属する総チャネル数を返します。
hAny がチャネルの場合は 1 を返します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
チャネル数 ( エラーの場合は -1)

モジュール数取得
int SxModNum( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_MEASGRP hAny );
int ModNum( HNDL hAny );

動作
hAny で指定されたハンドルに所属する総モジュール数を返します。
hAny がモジュールの場合は 1 を返します。
hAny が測定グループの場合は、当該測定グループに所属するモジュール数が返ります。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
モジュール数 ( エラーの場合は -1)

ユニット数取得
int SxUnitNum ( SX_HNDL_GROUP hGrp );
int UnitNum( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定されたユニットグループに所属するユニット数を返します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
ユニット数 ( エラーの場合は -1)

3.6　各種値取得
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3.7 測定グループ設定

測定グループ設定
int SxSetupMeasgrp( SX_HNDL_MOD hMod, int measgrpNo);
ERR SetupMeasgrp( HNDL hMod, int measgrpNo );

動作
hMod で指定したモジュールを measgrpNo で指定した番号の測定グループに割り当て
ます。

引数
hMod モジュールハンドル
measgrpNo 測定グループ番号 (0 ～ 3)

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。 
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3.8 通信コマンド制御

コマンド送信
int SxSetControl( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH |  SX_HNDL_

MEASGRP hAny, char *msg );
ERR SetControl( HNDL hAny, string msg );

動作
hAny で指定したユニットにプログラムメッセージを送信し、処理の完了を待って抜け
ます。
hAny がユニットグループ、測定グループの場合は当該ユニットグループに所属する全
てのユニットに送信します。複数のコマンドを一度に送信する場合はコマンドとコマン
ドの間を ";"( セミコロン ) で区切ります。
プログラムメッセージ内にクエリ ( 最後に "?" がつくコマンド ) があっても、そのコマン
ドの応答メッセージは受信せず、捨てられます。
送信できるコマンドの詳細は 4 章をご覧ください。
コマンド文字列中に "<ch>" または "<mo>" がある場合は以下の説明にしたがって実際
に送信するコマンド文字列を作成します。

送信コマンド文字列中の "<ch>"
hAny がユニットグループの場合
当該ユニットグループの総チャネル数分の複製を作成し、"<ch>" を物理チャネル番号に
置換します。

例
指定文字列： "CHAN<ch>:RANG 10.0"
ユニット 0 へに送られる文字列：
 "CHAN1:RANG 10.0;CHAN2:RANG 10.0; ･･･ ;CHAN16:RANG 10.0"
ユニット 1 へに送られる文字列：
 "CHAN17:RANG 10.0;CHAN18:RANG 10.0; ･･･ ;CHAN32:RANG 10.0"

hAny がユニットの場合
当該ユニットの総チャネル数分の複製を作成し、"<ch>" を物理チャネル番号に置換しま
す。

例
指定文字列： "CHAN<ch>:RANG 10.0"
ユニットへに送られる文字列： "CHAN17:RANG 10.0;CHAN18:RANG 10.0; ･･･ ; 

CHAN32:RANG 10.0"
hAny がモジュールの場合
当該モジュールの総チャネル数分の複製を作成し、"<ch>" を物理チャネル番号に置換し
ます。

例
指定文字列： "CHAN<ch>:RANG 10.0"
ユニットへに送られる文字列： "CHAN5:RANG 10.0;CHAN6 10.0"

hAny がチャネルの場合
"<ch>" を当該チャネルの物理チャネル番号に置換します。

例
指定文字列： "CHAN<ch>:RANG 10.0"
ユニットへに送られる文字列： "CHAN11:RANG 10.0"
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hAny が測定グループ場合
当該測定グループの総チャネル数分の複製を作成し、"<ch>" を物理チャネル番号に置換
します。

例
指定文字列： "CHAN<ch>:RANG 10.0"
ユニット 0 へに送られる文字列："CHAN3:RANG 10.0;CHAN4:RANG 10.0;"
ユニット 1 へに送られる文字列："CHAN19:RANG 10.0;CHAN20:RANG 10.0;"

送信コマンド文字列中の "<mo>"
hAny がユニットグループの場合
当該ユニットグループの総モジュール数分の複製を作成し、"<mo>" を物理スロット番
号に置換します。

例
指定文字列： ":TIM:MODU<mo>:GROU 4"
ユニット 0 へに送られる文字列：":TIM:MODU1:GROU 4;:TIM:MODU2:GROU 4; ･･･ 

;:TIM:MODU8:GROU 4"
ユニット 1 へに送られる文字列：":TIM:MODU9:GROU 4; ･･･ :TIM:MODU15:GROU 

4;:TIM:MODU16:GROU 4"
hAny がユニット場合
当該ユニットの総モジュール数分の複製を作成し、"<mo>" を物理スロット番号に置換
します。

例
指定文字列： ":TIM:MODU<mo>:GROU 4"
ユニットへに送られる文字列： ":TIM:MODU1:GROU 4;:TIM:MODU2:GROU 4; ･･･ 

;:TIM:MODU8:GROU 4"
hAny がモジュール場合
"<mo>" を当該モジュールの物理スロット番号に置換します。

例
指定文字列： ":TIM:MODU<mo>:GROU 4"
ユニットへに送られる文字列： ":TIM:MODU3:GROU 4"

hAny がチャネル場合
"<mo>" を当該チャネルが所属するモジュールの物理スロット番号に置換します。

例
指定文字列： ":TIM:MODU<mo>:GROU 4"
ユニットへに送られる文字列： ":TIM:MODU3:GROU 4"

hAny が測定グループ場合
当該測定グループの総モジュール数分の複製を作成し、"<mo>" を物理スロット番号に
置換します。

例
指定文字列： ":TIM:MODU<mo>:GROU 4"
ユニット 0 へに送られる文字列：":TIM:MODU1:GROU 4;:TIM:MODU2:GROU 4; ･･･ 

;:TIM:MODU8:GROU 4"
ユニット 1 へに送られる文字列：":TIM:MODU9:GROU 4; ･･･ :TIM:MODU15:GROU 

4;:TIM:MODU16:GROU 4"
引数

hAny 各種ハンドル
msg 送信するプログラムメッセージの先頭アドレス

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.8　通信コマンド制御
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バイナリデータ送信
int SxSetControlBinary( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH |  SX_

HNDL_MEASGRP hAny, char *msg, char *buf, int len );
ERR SetControlBinary( HNDL hAny, string msg, any[] buf, int len );
ERR SetControlBinary( HNDL hAny, string msg, any[] buf );

動作
hAny で指定したユニットにバイナリ形式のパラメータ付きのプログラムメッセージを
送信し、処理の完了を待って抜けます。
hAny がユニットグループ、測定グループの場合は当該ユニットグループに所属する全
てのユニットに送信します。複数のコマンドを送信することはできません。また、クエ
リ ( 最後に "?" がつくコマンド ) を送信した場合はその応答メッセージを受信しません。
送信できるコマンドの詳細は 4 章をご覧ください。
コマンド文字列中に "<ch>" または "<mo>" がある場合は SxSetControl() と同様に複製・
置換した文字列を送信します。

引数
hAny 各種ハンドル
msg 送信するプログラムメッセージのヘッダー部の先頭アドレス
buf 送信するパラメータ ( バイナリ形式 ) の先頭アドレス
len  送信するパラメータのデータ長 [ バイト ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコード

コマンド送受信
int SxGetControl( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH |  SX_HNDL_

MEASGRP hAny, char *msg, char *buf, int blen, int *rlen );
ERR GetControl( HNDL hAny, string req, ref string rep, int blen, ref int rlen);
ERR GetControl( HNDL hAny, string req, ref string rep, int blen);
ERR GetControl( HNDL hAny, string req, ref string rep);

動作
hAny で指定したユニットにプログラムメッセージを送信し、応答メッセージを受信し
て抜けます。
hAny がユニットグループ、測定グループの場合は当該ユニットグループに所属する全
てのユニットに送信します。複数のコマンドを送信する場合はコマンドとコマンドの間
を ";"( セミコロン ) で区切ります。
プログラムメッセージ内にクエリが ( 最後に "?" がつくコマンド ) が一つもない場合はタ
イムアウトエラーになります。
送信できるコマンドの詳細は 4 章をご覧ください。
コマンド文字列中に "<ch>" または "<mo>" がある場合は SxSetControl() と同様に複製・
置換した文字列を送信します。

引数
hAny 各種ハンドル
msg 送信するプログラムメッセージの先頭アドレス
buf 応答メッセージの格納先
blen 応答メッセージの格納先のサイズ [ バイト ]
rlen 応答メッセージの文字列長 [ バイト ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.8　通信コマンド制御
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コマンド送受信 ( バイナリデータ受信 )
int SxGetControlBinary(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH |  SX_

HNDL_MEASGRP hAny, char *msg, char *buf, int blen, int *rlen );
ERR GetControlBinary( HNDL hAny, string req, ref any[] buf, int blen, ref int rlen );
ERR GetControlBinary( HNDL hAny, string req, ref any[] buf, ref int rlen );

動作
hAny で指定したユニットにプログラムメッセージを送信し、応答メッセージを受信し
てから抜けます。応答メッセージのパラメータはバイナリ形式である必要があります。
hAny がユニットグループ、測定グループの場合は当該ユニットグループに所属する全
てのユニットに送信します。複数のコマンドを送信する場合は ";" コマンドとコマンドの
間を ( セミコロン ) で区切ります。ただし、複数のクエリを送信することはできません。
プログラムメッセージ内にクエリが ( 最後に "?" がつくコマンド ) が一つもない場合はタ
イムアウトエラーになります。
送信できるコマンドの詳細は 4 章をご覧ください。
コマンド文字列中に "<ch>" または "<mo>" がある場合は SxSetContro()l と同様に複製・
置換した文字列を送信します。

引数
hAny  各種ハンドル
msg 送信するプログラムメッセージの先頭アドレス
buf 応答メッセージ ( バイナリ形式 ) の格納先
blen 応答メッセージ ( バイナリ形式 ) の格納先のサイズ [ バイト ]
rlen 応答メッセージ ( バイナリ形式 ) のデータ長 [ バイト ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

受信パラメータ抽出 ( 指定バッファへのコピー )
int SxGetParam( char *rep, int pos, int idx, char *buf, int blen );
int SxGetParamStr( char *rep, int pos, int idx, char *buf, int blen );
ERR GetParam( string rep, int pos, int idx, ref string buf, int blen);
ERR GetParam( string rep, int pos, int idx, ref string buf);
ERR GetParamStr( string rep, int pos, int idx, ref string buf, int blen );
ERR GetParamStr( string rep, int pos, int idx, ref string buf );

動作
受信メッセージ文字列の中の指定した番号のパラメータ文字列を抽出し、buf に格納し
ます。
SxGetParamStr() は、パラメータ文字列の先頭に ' " '( ダブルコーテーション ) があった場
合は先頭と最後尾の ' " ' を取り除いてから格納します。
指定した番号のパラメータが存在しない場合は 0 以外のエラーコードを返します。

引数
rep 受信メッセージ文字列の先頭アドレス
pos コマンドの番号 (0 ～ )( コマンドはセミコロン ';' で区切られるものとしま

す )
idx 要素番号 (0 ～ )( 要素はカンマ ',' で区切られるものとします )
buf 抽出パラメータ文字列の格納先アドレス
blen 抽出パラメータ文字列の格納先のサイズ

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.8　通信コマンド制御
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受信パラメータ抽出 ( 位置取得 )
char* SxGetParamPos( char *rep, int pos, int idx );

動作
受信メッセージ文字列の中の指定した番号のパラメータ文字列の先頭位置を返します。
この API は VC++ だけに使用できます。

引数
rep 受信メッセージ文字列の先頭アドレス
pos コマンドの番号 (0 ～ )
 ( コマンドはセミコロン ';' で区切られるものとします )
idx 要素番号 (0 ～ )( 要素はカンマ ',' で区切られるものとします )

戻値
指定パラメータ文字列の先頭アドレスを返します。エラーの場合は NULL を返します。

3.8　通信コマンド制御
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3.9 イベント制御

イベントハンドラ生成・通知許可
 int SxCreateEvent( SX_HNDL_GROUP hGrp, HWND hWnd, ULONG enable );
ERR CreateEvent( HNDL hGrp, uint enable);

動作
hGrp で指定したユニットグループがイベントを発生した際にメッセージを通知するよ
うにし、さらに enable で 1 を指定したビットのイベントを許可します。
hWnd はメッセージの通知先のウインドウハンドルを指定します。
hWnd は .NET 用インタフェースでは指定できません。
hWnd が NULL の場合はメインウインドウに通知します。
ウインドウメッセージ名は “WM_YOKOGAWA_TM_SX_EVENT" です。
ウインドウメッセージ ID は RegisterWindowMessage("WM_YOKOGAWA_TM_SX_
EVENT") で取得できます。
ウインドウメッセージの WPARAM はイベント発行元のユニットハンドル、LPARAM は
イベントのビットパターンです。
こ の API で 生 成 し た イ ベ ン ト ハ ン ド ラ は、 通 信 ハ ン ド ル の 開 放 (SxExit()) の 前 に
SxDeleteEvent() によって必ず削除してください。
イベント処理の詳細については 2 章をご覧ください。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
hWnd メッセージの送信先ウインドウハンドル
 (NULL の場合はメインウインドウに通知 )
enable イベントを許可するビットパターン (1 で許可、0 でマスク )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

イベントハンドラ削除
int SxDeleteEvent( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR DeleteEvent( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したユニットグループのイベントハンドラを削除します。
SxCreateEvent() で生成したイベントハンドラは、通信ハンドルの開放 (SxExit()) の前に
この API によって必ず削除してください。

引数
SX_HNDL_GROUP hGrp ユニットグループハンドル 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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イベントの許可
int SxEnableEvent( SX_HNDL_GROUP hGrp, ULONG enable );
ERR EnableEvent( HNDL hGrp, ULONG enable );

動作
hGrp で指定したユニットグループのイベントの発生を許可するビットを enable に指定
します。1 を指定したビットは許可され、0 を指定したビットは禁止されます。
この API は SxCreateEvent() の enable で指定した許可パターンを変更する場合に使用し
ます。

引数
hAny 各種ハンドル
hGrp ユニットグループハンドル
enable イベントを許可するビットパターン (1 で許可、0 でマスク） 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

次回のトリガと関連イベント通知の許可
int SxEnableNextTrig( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR EnableNextTrig(HNDL hGrp);

動作
hGrp で指定したユニットグループに対して、次回のトリガ検出の許可と TRG_START、
TRIG_END イベントの発行を許可します。
ユニットは、Single(N) モード時に TRG_START および TRIG_END イベントが多発して通
信やＰＣの処理に支障が起きないように、Start 後 2 番目以降のイベントは、この API が
実行されるまで発行されません。そのため、2 番目以降の TRG_START、TRIG_END を受
信したい場合は、TRG_START もしくは TRIG_END イベントを受信するたびにこの API を
呼び出して、次回の発行を許可する必要があります。
また、Normal モード時は、PC からのトリガ検出許可を待って次のトリガを検出します。
そのため、2 番目以降のトリガを許可する場合は本 API を呼び出してトリガ検出を許可
する必要があります。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.9　イベント制御



3-25IM 720120-61

関
数
詳
細

1

2

3

4

5

付

索

3.10 測定条件設定、問い合わせ

測定 On/Off 設定、問い合わせ
int SxSetAcqSwitch(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_HNDL_

MEASGRP hAny, int acqSW);
ERR SetAcqSwitch( HNDL hAny, BOOL acqSW );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するチャネルの測定 On/Off の設定を行います。

引数
hAny 各種ハンドル
acqSW 0：Off
 1：On

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetAcqSwitch( SX_HNDL_CH hCh, int *acqSW );
ERR GetAcqSwitch( HNDL hCh, ref BOOL acqSW );

動作
hCh で指定したチャネルハンドルの測定 On/Off の問い合わせをします。

引数
hCh チャネルハンドル
acqSW 測定 On/Off の格納先
 0：Off
 1：On

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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記録 On/Off 設定、問い合わせ
int SxSetRecSwitch( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH | SX_HNDL_

MEASGRP hAny, int recSW );
ERR SetRecSwitch( HNDL hAny, BOOL recSW );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するチャネルの記録の On/Off の設定を行います。

引数
hAny 各種ハンドル
recSW 0：Off
 1：On

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecSwitch( SX_HNDL_CH hCh, int *recSW );
ERR GetRecSwitch( HNDL hCh, ref BOOL recSW );

動作
hCh で指定したチャネルハンドルの記録の On/Off の問い合わせをします。

引数
hCh チャネルハンドル
recSW 記録 On/Off の格納先
 0：Off
 1：On

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

測定モード設定、問い合わせ
int SxSetAcqMode( SX_HNDL_GROUP hGrp, int acqMode );
ERR SetAcqMode( HNDL hGrp, ACQMODE acqMode );

動作
hGrp で指定したユニットグループの測定モードを acqMode で指定したモードに設定し
ます。
アクイジションモードは「ノーマル」固定です。「エンベロープ」や「ボックスアベレー
ジ」は選択できません。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
acqMode SX_ACQ_FREE：フリーランモード
 SX_ACQ_TRIG：トリガモード

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetAcqMode(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *acqMode );
ERR GetAcqMode( HNDL hGrp, ref ACQMODE acqMode );

動作
hGrp で指定した測定グループの測定モードの問い合わせをします。 

引数
hGrp ユニットグループハンドル
acqMode 測定モードの格納先
 SX_ACQ_FREE：フリーランモード
 SX_ACQ_TRIG：トリガモード

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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サンプルクロック設定、問い合わせ
int SxSetClockSource( SX_HNDL_GROUP hGrp, int clockSource);
ERR SetClockSource( HNDL hGrp, CLOCKSOURCE clockSource );

動作
hGrp で指定したユニットグループのサンプルクロックのソースを clock で指定したソー
スに設定します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
clockSource SX_CLK_INT：内部クロック
 SX_CLK_EXT：外部クロック

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetClockSource(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *clockSource );
ERR GetClockSource( HNDL hAny, ref CLOCKSOURCE clockSource );

動作
hGrp で指定したユニットグループのサンプルクロックのソースの問い合わせをします

引数
hGrp ユニットグループハンドル
clockSource クロックソースの格納先
 SX_CLK_INT：内部クロック
 SX_CLK_EXT：外部クロック

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

サンプル周波数設定、問い合わせ
int SxSetSamplingRate( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double 

smplRate);
ERR SetSamplingRate( HNDL hAny, double smplRate );

動作
hAny で指定した測定グループのサンプル周波数を smplRate で指定した周波数に変更し
ます。
hAny がユニットもしくはユニットグループの場合はすべての測定グループを同じ値で
設定します。

引数
hAny 各種ハンドル
smplRate サンプル周波数 [Hz]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetSamplingRate( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double 
*smplRate );

ERR GetSamplingRate( HNDL hAny, ref double smplRate );
動作

hAny で指定した測定グループのサンプル周波数の問い合わせをします。
引数

hAny 各種ハンドル
smplRate サンプル周波数 [Hz] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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サンプル周期設定、問い合わせ
int SxSetSamplingInterval( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double 

smplInterval);
ERR SetSamplingInterval( HNDL hAny, double smplInterval );

動作 
hAny で指定した測定グループのサンプル周波数を smplInterval で指定した周期の逆数
に変更します。
hAny がユニットもしくはユニットグループの場合は、すべての測定グループを同じ値
で設定します。
当該測定グループ情報の smplRate、smplInterval を同時に更新します。 

引数
hAny 各種ハンドル
smplRate サンプル周期 [s] 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetSamplingInterval( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double 
*smplInterval );

ERR GetSamplingInterval( HNDL hAny, ref double smplInterval );
動作

hAny で指定した測定グループのサンプル周波数の逆数の問い合わせをします。
引数

hAny 各種ハンドル
smplInterval サンプル周期 [s] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

サンプル点数設定、問い合わせ
int SxSetAcqLength( SX_HNDL_GROUP hGrp, int len);
ERR SetAcqLength( HNDL hGrp, int len);

動作
hGrp で指定したユニットグループの ( 測定グループ 1 基準での ) 測定点数を len で指定
した点数に設定します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
len 測定点数

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetAcqLength( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *len );
ERR GetAcqLength( HNDL hGrq, ref int len );

動作
hGrp で指定したユニットグループの ( 測定グループ 1 基準での ) 測定点数の問い合わせ
をします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
len 測定点数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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サンプル時間設定、問い合わせ
int SxSetAcqSpan( SX_HNDL_GROUP hGrp, double second);
ERR SetAcqSpan( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの測定時間を second で指定した秒数に設定します。
サンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 測定時間 [ 秒 ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetAcqSpan( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second );
ERR GetAcqSpan( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの ( 測定グループ 1 基準での ) 測定時間 ( 秒数 ) の問
い合わせをします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 測定時間 [ 秒 ] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

トリガモード設定、問い合わせ
int SxSetTrigMode( SX_HNDL_GROUP hGrp, int trigMode );
ERR SetTrigMode( HNDL hGrp, TRIGMODE trigMode );

動作
hGrp で指定した測定グループのトリガモードを trigMode で指定したモードに設定しま
す。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
trigMode SX_TRIG_NORMAL：ノーマルモード
 SX_TRIG_SINGLE：シングルモード
 SX_TRIG_NSINGLE：シングル (N) モード

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetTrigMode( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *trigMode );
ERR GetTrigMode( HNDL hGrq, ref TRIGMODE trigMode );

動作
hGrp で指定した測定グループのトリガモードの問い合わせをします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
trigMode トリガモードの格納先
 SX_TRIG_NORMAL：ノーマルモード
 SX_TRIG_SINGLE：シングルモード
 SX_TRIG_NSINGLE：シングル (N) モード

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ



3-30 IM 720120-01

プリトリガポジション設定、問い合わせ
int SxSetTrigPos( SX_HNDL_GROUP hGrp, double percent );
ERR SetTrigPos( HNDL hGrp, double percent );

動作
hGrp で指定したユニットグループのプリトリガ量を percent で指定した測定時間に対
する百分率で設定します。
サンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
percent プリトリガ量 [％ ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetTrigPos( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *percent );
ERR GetTrigPos( HNDL hGrq, ref double percent );

動作
hGrp で指定したユニットグループのプリトリガ量を測定時間に対する百分率で問い合
わせをします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
percent プリトリガ量 [％ ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

プリトリガ点数設定、問い合わせ
int SxSetPretrigLength( SX_HNDL_GROUP hGrp, int points );
ERR SetPretrigLength( HNDL hGrp, int points );

動作
hGrp で指定したユニットグループの ( 測定グループ 1 基準での ) プリトリガ量を points
で指定した点数に設定します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
points プリトリガ量 ( 点数 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

 SxGetPretrigLength( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *points );
ERR GetPretrigLength( HNDL hGrp, ref int points );

動作
hGrp で指定したユニットグループのプリトリガ量を測定グループ 1 基準での点数で問
い合わせします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
points プリトリガ量 ( 点数 ) の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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プリトリガ時間設定、問い合わせ
int SxSetPretrigTime( SX_HNDL_GROUP hGrp, double second );
ERR SetPretrigTime( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのプリトリガ時間を second で指定した秒数に設定し
ます。この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second プリトリガ時間 [ 秒 ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetPretrigTime( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second );
ERR GetPretrigTime( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのプリトリガ時間を問い合わせします。
この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second プリトリガ時間 [ 秒 ] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

トリガディレイ設定、問い合わせ 
int SxSetTrigDelay( SX_HNDL_GROUP hGrp, double second );
ERR SetTrigDelay( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガディレイを second で指定した秒数に設定し
ます。この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second トリガディレイ [ 秒 ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetTrigDelay( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second );
ERR GetTrigDelay( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガディレイを問い合わせします。
この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second トリガディレイ [ 秒 ] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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トリガホールドオフ設定、問い合わせ 
int SxSetTrigHoldOff( SX_HNDL_GROUP hGrp, double second );
ERR SetTrigHoldOff( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガホールドオフを second で指定した秒数に設
定します。この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second トリガホールドオフ [ 秒 ]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetTrigHoldOff( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second );
ERR GetTrigHoldOff( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガホールドオフを問い合わせします。
この API はサンプルクロックが外部の場合は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second トリガホールドオフ [ 秒 ] の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

トリガ回数設定、問い合わせ
int SxSetTrigCount( SX_HNDL_GROUP hGrp, int trigCount );
ERR SetTrigCount( HNDL hGrp, int trigCount );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガ回数を trigCount で指定した回数に設定しま
す。
トリガモードが SX_TRIG_SINGLE の時の設定は無効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
trigCount トリガ回数 (0 は制限なしを示す )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetTrigCount( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *trigCount );
ERR GetTrigCount( HNDL hGrp, ref int trigCount );

動作
hGrp で指定したユニットグループのトリガ回数を問い合わせします。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
trigCount トリガ回数 (0 は制限なしを示す ) の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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チャネルラベル設定、問い合わせ
int SxSetChLabel( SX_HNDL_CH hCh, char *label );
ERR SetChLabel( HNDL hCh, string label );

動作
hCh で指定したチャネルのラベルを label で指定した文字列に設定します。8 文字以上
の文字列を与えた場合はエラーになります。

引数
hCh チャネルハンドル
label ラベル文字列 ( ヌルも含めて 8 文字以内 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetChLabel( SX_HNDL_CH hCh, char *label );
ERR GetChLabel( HNDL hCh, ref string label );

動作
hCh で指定したチャネルのラベルを問い合わせます。
label には 8 バイト以上のバッファを用意してください。ラベルが 7 文字以下のときは
NULL 文字でターミネートされた文字列が格納されます。ラベルが８文字の場合は NULL
文字でターミネートされません。

引数
hCh チャネルハンドル
label ラベル文字列の格納先 (8 バイト以上 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

保持可能な収集データ数の問い合わせ
int SxGetAcqCapacity( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *size );
ERR GetAcqCapacity( HNDL hGrp, ref int size );

動作
hGrp で指定したユニットグループのメモリ上に保持可能な、チャネル当たりの収集デー
タ数を問い合わせます。収集データ数はトリガモードの場合はアクイジション番号の数、
フリーランモードの場合はサンプル点数です。

引数
hCh チャネルハンドル
size 保持可能サイズの格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.10　測定条件設定、問い合わせ
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3.11 自動記録条件設定、問い合わせ

自動記録先の設定、問い合わせ
int SxSetRecDest(SX_HNDL_GROUP hGrp, int dest);
ERR SetRecDest( HNDL hGrp, REC_DEST dest );

動作
hGrp で指定したユニットグループの自動記録先を dest で指定した記録先に設定します。
SL1000 を連結しているときは、UNIT は設定できません。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
dest SX_REC_DEST_PC： PC のハードディスク
  SX_REC_DEST_UNIT：ユニット本体のハードディスク
  SX_REC_DEST_PC_UNIT： PC およびユニット本体のハードディスク
     SL1000 を連結しているときは設定できません。

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecDest(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *dest);
ERR GetRecDest( HNDL hGrp, ref REC_DEST dest );

動作
hGrp で指定したユニットグループの自動記録先を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
dest 記録先の格納先
  SX_REC_DEST_PC：  PC のハードディスク
  SX_REC_DEST_UNIT： ユニット本体のハードディスク
  SX_REC_DEST_PC_UNIT： PC およびユニット本体のハードディスク

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録開始条件の設定、問い合わせ
int SxSetRecStartCond(SX_HNDL_GROUP hGrp, int starCond);
ERR SetRecStartCond( HNDL hGrp, REC_START recCond );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録開始条件を startCond で指定した条件に設定し
ます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
startCond SX_REC_START_IMMIDIATE： 即時
    SX_REC_START_TIME： 指定時刻
    SX_REC_START_ALARM： アラーム発生時
    SX_REC_START_TRIG_RISE： 外部トリガ信号の立ち上がり時
    SX_REC_START_TRIG_FALL： 外部トリガ信号の立ち下がり時

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。



3-35IM 720120-61

関
数
詳
細

1

2

3

4

5

付

索

int SxGetRecStartCond(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *startCond);
ERR GetRecStartCond( HNDL hGrp, ref REC_START recCond );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録開始条件を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
startCond 記録開始条件の格納先
 SX_REC_START_IMMIDIATE：即時
 SX_REC_START_TIME：指定時刻
 SX_REC_START_ALARM：アラーム発生時
 SX_REC_START_TRIG_RISE：外部トリガ信号の立ち上がり時
 SX_REC_START_TRIG_FALL：外部トリガ信号の立ち下がり時

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録開始時刻の設定、問い合わせ
int SxSetRecStartTime(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *datetime);
ERR SetRecStartTime( HNDL hGrp, string datetime );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録開始時刻を datetime で指定した時刻に設定し
ます。記録開始条件が SX_REC_START_TIME のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
datetime 日付・時刻文字列の格納先
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss" (19 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33 秒 → "2007/12/23-15:22:33" 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecStartTime(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *datetime);
ERR GetRecStartTime( HNDL hGrp, ref string datetime );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録開始時刻を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
datetime 日付・時刻文字列の格納先 (20 バイト以上必要 )
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss" (19 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33 秒 → "2007/12/23-15:22:33" 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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記録終了条件の設定、問い合わせ
int SxSetRecStopCond(SX_HNDL_GROUP hGrp, int stopCond);
ERR SetRecStopCond( HNDL hGrp, REC_STOP recCond );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録終了条件を stopCond で指定した条件に設定し
ます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
stopCond SX_REC_STOP_CONTINUOUS：記録停止命令まで継続
 SX_REC_STOP_TIME： 指定時刻
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM のとき

は無効 )
 SX_REC_STOP_SPAN： 指定記録時間 ( クロックソースが内部クロック )
    指定記録点数 ( クロックソースが外部クロック )
 SX_REC_STOP_ALARM： アラーム発生時
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM)
    アラーム解除時
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM 以外 )
 SX_REC_STOP_TRIG_RISE：外部トリガ信号の立ち上がり時
 SX_REC_STOP_TRIG_FALL：外部トリガ信号の立ち下がり時

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecStopCond(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *stopCond);
ERR GetRecStopCond( HNDL hGrp, ref REC_STOP recCond );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録終了条件を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
stopCond 記録終了条件の格納先
 SX_REC_STOP_CONTINUOUS：記録停止命令まで継続
 SX_REC_STOP_TIME： 指定時刻
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM のとき

は無効 )
 SX_REC_STOP_SPAN： 指定記録時間 ( クロックソースが内部クロック )
    指定記録点数 ( クロックソースが外部クロック )
 SX_REC_STOP_ALARM： アラーム発生時
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM)
    アラーム解除時
    ( 記録開始条件が SX_REC_START_ALARM 以外 )
 SX_REC_STOP_TRIG_RISE： 外部トリガ信号の立ち上がり時
 SX_REC_STOP_TRIG_FALL： 外部トリガ信号の立ち下がり時

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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記録終了時刻の設定、問い合わせ
int SxSetRecStopTime(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *datetime);
ERR SetRecStopTime( HNDL hGrp, string datetime );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録終了時刻を datetime で指定した時刻に設定し
ます。記録終了条件が SX_REC_STOP_TIME のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
datetime 日付・時刻文字列の格納先
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss" (19 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33 秒 → "2007/12/23-15:22:33" 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecStopTime(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *datetime);
ERR GetRecStopTime( HNDL hGrp, ref string datetime );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録終了時刻を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
datetime 日付・時刻文字列の格納先 (20 バイト以上必要 )
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss" (19 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33 秒 → "2007/12/23-15:22:33" 

戻値　
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録時間の設定、問い合わせ
int SxSetRecSpan(SX_HNDL_GROUP hGrp, double second);
ERR SetRecSpan( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録時間を second( 秒 ) で指定した値に設定します。
クロックソースが内部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだ
け有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 記録時間 ( 秒 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecSpan(SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second);
ERR GetRecSpan( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録時間 ( 秒数 ) を問い合わせます。
クロックソースが内部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだ
け有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 記録時間 ( 秒 ) の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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記録点数の設定、問い合わせ
int SxSetRecExtClkPoints(SX_HNDL_GROUP hGrp, int points);
ERR SetRecExtClkPoints( HNDL hGrp, int points );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録点数を points で指定した値に設定します。
クロックソースが外部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだ
け有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
points 記録点数 ( 設定範囲は 10 ～ 10000000、ただし、記録間隔を上回らないこと )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecExtClkPoints(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *points);
ERR GetRecExtClkPoints( HNDL hGrp, ref int points );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録点数を問い合わせます。
クロックソースが外部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだ
け有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
points 記録点数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

定間隔記録モードの設定、問い合わせ
int SxSetRecIntervalMode(SX_HNDL_GROUP hGrp, int mode);
ERR SetRecIntervalMode( HNDL hGrp, BOOL mode );

動作
hGrp で指定したユニットグループの定間隔記録モードを mode に指定した条件に設定
します。記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
mode SX_REC_INTERVAL_OFF： 定間隔記録しない
 SX_REC_INTERVAL_ON： 定間隔記録する

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecIntervalMode(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *mode);
ERR GetRecIntervalMode( HNDL hGrp, ref BOOL mode );

動作
hGrp で指定したユニットグループの定間隔記録モードを問い合わせます。
記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
mode 定間隔記録モードの格納先
 SX_REC_INTERVAL_OFF： 定間隔記録しない
 SX_REC_INTERVAL_ON： 定間隔記録する

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ



3-39IM 720120-61

関
数
詳
細

1

2

3

4

5

付

索

記録間隔の設定、問い合わせ
int SxSetRecInterval(SX_HNDL_GROUP hGrp, double second);
ERR SetRecInterval( HNDL hGrp, double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録間隔を second[ 秒 ] で指定した値に設定します。
クロックソースが内部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN、かつ、
定間隔記録モードが SX_REC_INTERVAL_ON のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 記録間隔 [ 秒 ]( 設定範囲は 1 ～ 86400[ 秒 ]、設定刻みは 1[ 秒 ])

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecInterval(SX_HNDL_GROUP hGrp, double *second);
ERR GetRecInterval( HNDL hGrp, ref double second );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録間隔 ( 秒数 ) を問い合わせます。
クロックソースが内部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN、かつ、
定間隔記録モードが SX_REC_INTERVAL_ON のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
second 記録間隔 [ 秒 ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録間隔点数の設定、問い合わせ
int SxSetRecExtClkInterval(SX_HNDL_GROUP hGrp, int interval);
ERR SetRecExtClkInterval( HNDL hGrp, int interval );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録間隔点数を、interval で指定したサンプル点数
に設定します。
クロックソースが外部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN、かつ、
定間隔記録モードが SX_REC_INTERVAL_ON のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
interval 記録間隔点数 ( 設定範囲は 10 ～ 1000000)

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecExtClkInterval(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *interval);
ERR GetRecExtClkInterval( HNDL hGrp, ref int interval );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録間隔点数を問い合わせます。
クロックソースが外部クロック、かつ、記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN、かつ、
定間隔記録モードが SX_REC_INTERVAL_ON のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
interval 記録間隔点数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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記録回数の設定、問い合わせ
int SxSetRecTimes(SX_HNDL_GROUP hGrp, int recNum);
ERR SetRecTimes( HNDL hGrp, int recNum );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録回数を recNum で指定した値に設定します。
記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
recNum 記録回数 ( 設定範囲は 0 ～ 100000、0 は無限回を意味する )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecTimes(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *recNum);
ERR GetRecTimes( HNDL hGrp, ref int recNum );

動作
hGrp で指定したユニットグループの記録回数を問い合わせます。
記録終了条件が SX_REC_STOP_SPAN のときだけ有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
recNum 記録回数の格納先 (0 は無限回を意味する )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録先フォルダ (PC 側 ) の設定、問い合わせ
int SxSetRecFileFolder(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *path);
ERR GetRecTimes( HNDL hGrp, ref int recNum );

動作
hGrp で指定したユニットグループの PC の自動記録先フォルダを path で指定したパス
名に設定します。path に指定できるパス名は 510 文字以内です。
記録先が SX_REC_DEST_PC または SX_REC_DEST_PCUNIT のときに有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
path PC 側の自動記録先フォルダ (510 文字以内 )
 ( 例 ) "C:\SL1000"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecFileFolder(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *path);
ERR GetRecFileFolder( HNDL hGrp, ref string path );

動作
hGrp で指定したユニットグループの PC の自動記録先を問い合わせます。
記録先が SX_REC_DEST_PC または SX_REC_DEST_PCUNIT のときに有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
path PC 側の自動記録先フォルダの格納先 (512 バイト以上の領域が必要 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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オートネーミングの設定、問い合わせ
int SxSetRecFileAutoNaming(SX_HNDL_GROUP hGrp, int type);
ERR SetRecFileAutoNaming( HNDL hGrp, REC_AUTONAME type );

動作
hGrp で指定したユニットグループのオートネーミングを type で指定した条件に設定し
ます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
type SX_REC_AUTONAME_DATE： 日付時刻
 SL1000 を連結しているときは、日付時刻は設定できません。
 SX_REC_AUTONAME_NUM： 通し番号

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecFileAutoNaming(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *type);
ERR GetRecFileAutoNaming( HNDL hGrp, ref REC_AUTONAME type );

動作
hGrp で指定したユニットグループのオートネーミングを問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
type オートネーミングの格納先
 SX_REC_AUTONAME_DATE： 日付時刻
 SX_REC_AUTONAME_NUM： 通し番号

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ファイル名の設定、問い合わせ
int SxSetRecFileName(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *fileName);
ERR SetRecFileName( HNDL hGrp, string fileName );

動作
hGrp で指定したユニットグループの自動記録ファイル名を fileName で指定した文字列
に設定します。file name(PC 側 ) は 255 文字以内 ( ヌル文字を含まず ) です。
オートネーミングが SX_REC_AUTONAME_NUM のときに有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileName ファイル名 (255 文字以内 )
 ( 例 ) "TEST"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecFileName(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *fileName);
ERR GetRecFileName( HNDL hGrp, ref string fileName );

動作
hGrp で指定したユニットグループの自動記録ファイル名を問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileName ファイル名の格納先 (256 バイト以上の領域が必要 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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ファイル制限モードの設定、問い合わせ
int SxSetRecFileOrder(SX_HNDL_GROUP hGrp, int fileOrder);
ERR SetRecFileOrder( HNDL hGrp, REC_FILEORDER fileOrder );

動作
hGrp で指定したユニットグループのファイル制限モードを、fileOrder で指定した条件
に設定します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileOrder SX_REC_FILEORDER_SEQUENTIAL： シーケンシャル
 SX_REC_FILEORDER_CYCLIC： サイクリック

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecFileOrder(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *fileOrder);
ERR GetRecFileOrder( HNDL hGrp, ref REC_FILEORDER fileOrder );

動作
hGrp で指定したユニットグループのファイル数制限モードを問い合わせます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileOrder ファイル数制限モードの格納先
 SX_REC_FILEORDER_SEQUENTIAL： シーケンシャル
 SX_REC_FILEORDER_CYCLIC： サイクリック

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

制限ファイル数の設定、問い合わせ
int SxSetRecCyclicFiles(SX_HNDL_GROUP hGrp, int fileNum);
ERR SetRecCyclicFiles( HNDL hGrp, int fileNum );

動作
hGrp で指定したユニットグループの制限ファイル数を、fileNum で指定した値に設定し
ます。ファイル制限モードが SX_REC_FILEORDER_CYCLIC のときに有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileNum 制限ファイル数 (1 ～ 1000)

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecCyclicFiles(SX_HNDL_GROUP hGrp, int *fileNum);
ERR GetRecCyclicFiles( HNDL hGrp, ref int fileNum );

動作
hGrp で指定したユニットグループの制限ファイル数を問い合わせます。
ファイル数制限モードが SX_REC_FILEORDER_CYCLIC のときに有効です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
fileNum 制限ファイル数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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コメントの設定、問い合わせ
int SxSetRecFileComment(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *comment);
ERR SetRecFileComment( HNDL hGrp, string comment );

動作
hGrp で 指 定 し た ユ ニ ッ ト グ ル ー プ の 自 動 記 録 フ ァ イ ル に 保 存 す る コ メ ン ト を、
comment で指定した文字列に設定します。comment は 250 文字以内 ( ヌル文字を含ま
ず ) です。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
comment コメント (250 文字以内 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetRecFileComment(SX_HNDL_GROUP hGrp, char *comment);
ERR GetRecFileComment( HNDL hGrp, ref string comment );

動作
hGrp で指定したユニットグループの自動記録ファイルに保存するコメントを問い合わ
せます。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
comment コメントの格納先 (251 バイト以上の領域が必要 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録中ファイル情報の取得 (PC 側 )
int SxGetRecCurrentFileInfo(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *fileName, UINT *fileSize);
ERR GetRecCurrentFileInfo( HNDL hUnit, ref string filename, ref uint filesize );

動作
hUnit で指定したユニットの PC 側の自動記録中 ( 書き込み中 ) のファイル情報を取得し
ます。

引数
hUnit ユニットハンドル
fileName ファイル名 ( フルパス名 ) の格納先 (512 バイト以上の領域が必要 )
fileSize ファイルサイズ [ バイト ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録済ファイル情報の取得 (PC 側 )
int SxGetRecLastFileInfo(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *fileName, UINT *fileSize);
ERR GetRecLastFileInfo( HNDL hUnit, ref string filename, ref uint filesize );

動作
hUnit で指定したユニットの PC 側の最後に自動記録が完了しクローズしたファイル情報
を取得します。

引数
hUnit ユニットハンドル
fileName ファイル名 ( フルパス名 ) の格納先 (512 バイト以上の領域が必要 )
fileSize ファイルサイズ [ バイト ] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.11　自動記録条件設定、問い合わせ
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3.12 測定制御

測定開始
int SxAcqStart( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR AcqStart( HNDL hGrp);

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットの測定を開始します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

測定停止
int SxAcqStop( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR AcqStop( HNDL hGrp);

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットの測定を停止します。
自動記録中にこの API を実行すると記録も同時に停止します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ラッチ実行 ( フリーラン測定時 )
int SxAcqLatch( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *point );
int SxAcqLatchL( SX_HNDL_GROUP hGrp, __int64 *point );
int SxAcqLatchD( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *point );
ERR AcqLatch( HNDL hGrp, ref long point );
ERR AcqLatch( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットの測定中の測定開始からのサンプル点数
を num に格納します。サンプル点数は測定グループ 1 における点数です。
この API はフリーランモード時のみ有効です。
前回のラッチと今回のラッチの区間の波形データを取得するには、SxGetAcqData() もし
くは SxGetAcqDataEx() の引数 AcqNo に 0 を指定します。
サンプル点数が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxAcqLatchL() または
SxAcqLatchD() を使用してください。なお、SxAcqLatchL() は VB6 では使用できません。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
point ラッチ実行時の測定開始後の測定グループ 1 におけるサンプル点数の格納

先
戻値

正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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測定 / 保存動作の確認
int SxIsRun( SX_HNDL_GROUP hGrp, int* status );
ERR IsRun( HNDL hGrp, ref int status );

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットが測定中、保存中、トリガ待ちかを確認
します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
status 測定状態の格納先
 b0: 測定中 b1: 保存中 b2: トリガ待ち中

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

マニュアルトリガ発生
int SxExecManualTrig( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny );
ERR ExecManualTrig( HNDL hAny );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットにマニュアルトリガを発生させます。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.12　測定制御
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3.13 自動記録制御

記録開始
int SxRecStart( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR RecStart( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットの自動記録を開始します。
測定が未開始のときにこの API を実行すると、測定も同時に開始します。
自動記録条件設定 API で記録条件の設定を予め行ってからこの API を実行してください。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

記録停止
int SxRecStop( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR RecStop( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットの自動記録を停止します。
この API を実行しても測定は継続します。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ファイル分割
int SxRecDivide( SX_HNDL_GROUP hGrp );
ERR RecDivide( HNDL hGrp );

動作
hGrp で指定したハンドルに所属するユニットがフリーランモードで自動記録中の場合、
この API を実行したタイミングで記録中のファイルを閉じて別のファイルで記録を続け
ます。SL1000 を連結しているときは実行できません。

引数
hGrp ユニットグループハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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3.14 測定データ取得、消去

収集データ情報 ( 物理値変換定数 ) の取得
int SxGetChannelInfo( SX_HNDL_CH hCh, SX_INFO_CH *inf ); 
ERR GetChannelInfo( HNDL hCh, ref INFO_CH inf );

動作
hCh で指定したチャネルの測定データを物理値に変換するための、収集データ情報を取
得します。

引数
hCh チャネルハンドル
inf 収集データ情報の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ラッチ区間サンプル点数の取得
int SxGetLatchLength( SX_HNDL_MEASGRP | SX_HNDL_GRP hAny, int *len );
ERR GetLatchLength( HNDL hAny, ref long len );

動作
ラッチ区間のサンプル点数を返します。
hAny が測定グループの場合は当該測定グループでの点数、hAny がユニットグループの
場合は測定グループ 1 での点数を返します。フリーランモードのときに有効です。

引数
hAny 各種ハンドル
len ラッチ区間のサンプル点数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

最新アクイジション番号の取得
int SxGetLatestAcqNo( SX_HNDL_GROUP hGrp, int *acqNo );
int SxGetLatestAcqNoL( SX_HNDL_GROUP hGrp, __int64 *acqNo );
int SxGetLatestAcqNoD( SX_HNDL_GROUP hGrp, double *acqNo );
ERR GetLatestAcqNo( HNDL hAny, ref long acqNo );

動作
取得が終了した最新のアクイジション番号を返します。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxGetLatestAcqNoL()
または SxGetLatestAcqNoD() を使用してください。なお、SxGetLatestAcqNoL() は VB6
では使用できません。

引数
hGrp ユニットグループハンドル
acqNo 最新アクイジション番号の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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波形データ取得
int SxGetAcqData( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, int acqNo, void* buf, int blen, int *rlen);
int SxGetAcqDataL( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, __int64 acqNo, void* buf, int blen, int 

*rlen );
int SxGetAcqDataD( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double acqNo, void* buf, int blen, int 

*rlen );
ERR GetAcqData( HNDL hAny, long acqNo, ref any[] buf, int blen, ref int rlen );
ERR GetAcqData( HNDL hAny, long acqNo, ref any[] buf, ref int rlen );

動作
acqNo で指定したアクイジション番号の波形データを、buf で指定したメモリに格納し
ます。
buf に格納されるデータの形式は A/D 値の形式です。物理値に読み替えるには収集デー
タ情報の vResolution と vOffset によって一次変換する必要があります。
複数のチャネルの波形データを格納した場合は、チャネル番号の小さい方から順次にブ
ロック形式で格納されます。
blen には buf のバイトサイズを指定します。
rlen には実際に格納されたバイトサイズが格納されます。
hAny がチャネルハンドルの場合はそのチャネルの波形データのみが格納されます。
hAny が測定グループハンドルの場合はその測定グループに属する全てのチャネルの波
形データが格納されます。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxGetAcqDataL() ま
たは SxGetAcqDataD() を使用してください。ただし、SxGetAcqDataL() は VB6 では使用
できません。

引数
hAny 各種ハンドル
acqNo アクイジション番号
　　 正の場合： 絶対アクイジション番号
　　 負の場合： -1 を最新とする相対番号
　　 0 の場合： 全ヒストリ ( トリガモード )
   ラッチ区間 ( フリーランモード )
buf 波形データの格納先
blen 波形データの格納先のメモリサイズ ( バイト数 )
rlen 格納されたバイト数の格納先

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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波形データ取得 ( 部分取得 )
int SxGetAcqDataEx( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, int acqNo, int start, int count, void* 

buf, int blen, int *rlen );
int SxGetAcqDataExL( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, __int64 acqNo, __int64 start, int 

count, void* buf, int blen, int *rlen );
int SxGetAcqDataExD( SX_HNDL_CH | SX_HNDL_MEASGRP hAny, double acqNo, double start, int 

count, void* buf, int blen, int *rlen );
ERR GetAcqDataEx( HNDL hAny, long acqNo, long start, int count, ref any[] buf, int blen, ref int rlen );
ERR GetAcqDataEx( HNDL hAny, long acqNo, long start, int count, ref any[] buf, ref int rlen );

動作
acqNo で指定したアクイジション番号の波形データを、buf で指定したメモリに格納し
ます。buf に格納されるデータの形式は A/D 値の形式です。物理値に読み替えるには収
集データ情報の vResolution と vOffset によって一次変換する必要があります。
複数のチャネルの波形データを格納した場合は、チャネル番号の小さい方から順次にブ
ロック形式で格納されます。
start には、取得する波形データ開始点を測定グループ 1 のサンプリング単位で指定しま
す。
count には、取得する波形データ点数を測定グループ 1 のサンプリング単位で指定しま
す。count に 0 を指定した場合は、波形データの最後まで取得します。
blen には、buf のバイトサイズを指定します。rlen には実際に格納されたバイトサイズ
が格納されます。
hAny がチャネルハンドルの場合は、そのチャネルの波形データのみが格納されます。
hAny が測定グループハンドルの場合は、その測定グループに属する全てのチャネルの
波形データが格納されます。
アクイジション番号や測定点数が 2,147,483,647 を超える長時間測定や巨大レコード測
定の場合は SxGetAcqDataExL() または SxGetAcqDataExD() を使用してください。ただし、
SxGetAcqDataExL() は VB6 では使用できません。

引数
hAny 各種ハンドル
acqNo アクイジション番号
 正の場合： 絶対アクイジション番号
 負の場合： -1 を最新とする相対番号
 0 の場合： 全ヒストリ ( トリガモード )
  ラッチ区間 ( フリーランモード )
start 読み出し開始点 ( 測定グループ 1 のサンプリング単位、0 ～ )
count 読み出し点数 ( 測定グループ 1 のサンプリング単位、0 で最終データまで )
buf 波形データの格納先
blen 波形データの格納先のメモリサイズ ( バイト数 )
rlen 格納されたバイト数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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データ収集時刻取得
int SxGetAcqTime( SX_HNDL_MEASGRP | SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_

HNDL_CH hAny, int acqNo, char *datetime );
int SxGetAcqTimeL( SX_HNDL_MEASGRP | SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_

HNDL_CH hAny, __int64 acqNo, char *datetime);
int SxGetAcqTimeD( SX_HNDL_MEASGRP | SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_

HNDL_CH hAny, double acqNo, char *datetime);
ERR GetAcqTime( HNDL hAny, long acqNo, ref string datetime );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニット (hAny がユニットグループまたは測定グ
ループのときはマスタユニット ) の、acqNo で指定したアクイジション番号の波形デー
タのトリガ時刻を取得します。フリーランモードの場合は acqNo の指定は無効で、測定
を開始した時刻を取得します。
datetime は最低 27 バイトの領域を確保してください。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxGetAcqTimeL() ま
たは SxGetAcqTimeD() を使用してください。ただし、SxGetAcqTimeL() は VB6 では使用
できません。

引数
hAny 各種ハンドル
acqNo アクイジション番号 ( フリーラン時は無効 )
 正の場合：絶対アクイジション番号
 負の場合：-1 を最新とする相対番号
datetime 日付・時刻文字列の格納先
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss.uuuuuu" (26 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33.123456 秒
 → "2007/12/23-15:22:33.123456"

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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測定グループ間位相差取得
int SxGetAcqDelay( SX_HNDL_MEASGRP hMgrp, int acqNo, int *delay );
int SxGetAcqDelayL( SX_HNDL_MEASGRP hMgrp, __int64 acqNo, int *delay );
int SxGetAcqDelayD( SX_HNDL_MEASGRP hMgrp, double acqNo, int *delay );
ERR GetAcqDelay( HNDL hAny, long acqNo, ref int delay );

動作
hMgrp で指定した測定グループの acqNo で指定したアクイジション番号の波形データ
の先頭のサンプル位置が、測定グループ 1 の波形データのどの位置に対応するかを、測
定グループ 1 のサンプリング周期の点数単位で取得します。ずれがない場合は 0 が取得
されます。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxGetAcqDelayL() ま
たは SxGetAcqDelayD() を使用してください。ただし、SxGetAcqDelayL() は VB6 では使
用できません。

引数
hMgrp 測定グループハンドル
acqNo アクイジション番号 ( フリーラン時は無効 )
 正の場合：絶対アクイジション番号
 負の場合：-1 を最新とする相対番号
delay 測定グループ 1 とのサンプリング開始位置のずれ点数の格納先 (0 ～ )

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

WDF ファイル作成
int SxSaveAcqData( SX_HNDL_UNIT  hUnit, int acqNo, char *fileName );
int SxSaveAcqDataL( SX_HNDL_UNIT  hUnit, __int64 acqNo, char *fileName);
int SxSaveAcqDataD( SX_HNDL_UNIT  hUnit, double acqNo, char *fileName);
ERR SaveAcqData( HNDL  hUnit, long acqNo, string fileName );

動作
hUnit で指定したユニットの、acqNo で指定したアクイジション番号の波形データの
WDF ファイルを、fileName で指定した名前で作成します。保存されるチャネルは関数
SxSetRecSwitch() で記録が On に設定されているチャネルです。
acqNo が正の場合は、指定した番号と同じアクイジション番号の波形データを対象にし
ます。負の場合は、-1 を最新データとして、-2 は 1 つ前、-3 は 2 つ前のヒストリデー
タを対象にします。0 の場合は、全ヒストリを保存します。ただし、測定中は全ヒスト
リの保存はできません。
ファイルの拡張子は ".wdf " です。拡張子は自動的に設定されるので fileName に含める
必要はありません。トリガモードのときに有効です。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxSaveAcqDataL() ま
たは SxSaveAcqDatayD() を使用してください。ただし、SxSaveAcqDataL() は VB6 では
使用できません。

引数
hUnit ユニットハンドル
acqNo アクイジション番号
 正の場合：指定した番号
 負の場合：-1 を最新とする相対番号
 0 の場合：全ヒストリ
fileName ファイル名

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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WDF ファイル作成 ( 部分保存 )
i n t  S x S a v e A c q D a t a E x (  S X _ H N D L _ U N I T  h U n i t ,  i n t  a c q N o ,  i n t  s t a r t ,  i n t  c o u n t ,  

char *fileName);
i n t S x S a v e A c q D a t a E x L ( S X _ H N D L _ U N I T h U n i t , _ _ i n t64 a c q N o , i n t s t a r t , i n t c o u n t ,  

char *fileName);
i n t S x S a v e A c q D a t a E x D ( S X _ H N D L _ U N I T h U n i t , d o u b l e a c q N o , i n t s t a r t , i n t c o u n t ,  

char *fileName);
ERR SaveAcqDataEx( HNDL hUnit, long acqNo, long start, int count, string filename );

動作
hUnit で指定したユニットの、acqNo で指定したアクイジション番号の波形データの
WDF ファイルを、fileName で指定した名前で作成します。保存されるチャネルは関数
SxSetRecSwitch() で記録が On に設定されているチャネルです。
start には保存する波形データ開始点を、測定グループ 1 のサンプリング単位で指定しま
す。
count には保存する波形データ点数を、測定グループ 1 のサンプリング単位で指定しま
す。count に 0 を指定した場合は、波形データの最後まで保存します。
acqNo が正の場合は、指定した番号と同じアクイジション番号の波形データを対象にし
ます。負の場合は、-1 を最新データとして、-2 は 1 つ前、-3 は 2 つ前のヒストリデー
タを対象にします。0 の場合は、全ヒストリを保存します。
ファイルの拡張子は ".wdf " です。拡張子は自動的に設定されるので fileName に含める
必要はありません。トリガモードのときに有効です。ただし、測定中は全ヒストリの保
存はできません。
アクイジション番号が 2,147,483,647 を超える長時間測定の場合は SxSaveAcqDataExL()
または SxSaveAcqDatayExD() を使用してください。ただし、SxSaveAcqDataExL() は VB6
では使用できません。

引数
hUnit ユニットハンドル
acqNo アクイジション番号
 正の場合：指定した番号
 負の場合：-1 を最新とする相対番号
 0 の場合：全ヒストリ
fileName ファイル名

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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瞬時値取得
int SxGetCurrentData( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT | SX_HNDL_MOD | SX_HNDL_CH |  

SX_HNDL_MEASGRP hAny, void* buf, int blen, int *rlen );
ERR GetCurrentData( HNDL hAny, ref any[] buf, int blen, ref int rlen );
ERR GetCurrentData( HNDL hAny, ref any[] buf, ref int rlen );
ERR GetCurrentData( HNDL hAny, ref any buf );

動作
瞬時値 ( 最新の測定値 ) を buf で指定したメモリに格納します。
buf に格納されるデータの形式は A/D 値の形式です。物理値に読み替えるには収集デー
タ情報の vResolution と vOffset によって一次変換する必要があります。
複数のチャネルの瞬時値を格納した場合は、チャネル番号の小さい方から順次に格納さ
れます。
blen には buf のバイトサイズを指定します。
rlen には実際に格納されたバイトサイズが格納されます。
hAny がチャネルハンドルの場合は、そのチャネルの瞬時値のみが格納されます。
hAny がモジュールハンドルの場合は、そのモジュールに属する全てのチャネルの瞬時
値が格納されます。
hAny がユニットハンドルの場合は、そのユニットに属する全てのチャネルの瞬時値が
格納されます。
hAny がユニットグループハンドルの場合は、そのユニットグループに属する全てのチャ
ネルの瞬時値が格納されます。

引数
hAny  各種ハンドル
buf 瞬時値の格納先
blen 瞬時値の格納先のメモリサイズ ( バイト数 )
rlen 格納されたバイト数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

波形データ消去
int SxClearAcqData( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny );
ERR SaveSetup( HNDL hUnit, string fileName );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのメモリ上の波形データを全て消去 ( 全ヒ
ストリクリア ) します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値 
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.14　測定データ取得、消去
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3.15 設定情報アクセス

設定情報セーブ
int SxSaveSetup(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *fileName ); 
ERR SaveSetup( HNDL hUnit, string fileName );

動作
hUnit で指定したユニットの設定情報を、fileName で指定したファイル (PC 側 ) に保存
します。

引数
hUnit ユニットハンドル
fileName ファイル名

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

設定情報ロード
int SxLoadSetup(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *fileName ); 
ERR LoadSetup( HNDL hUnit, string fileName );

動作
fileName で指定したファイル (PC 側 ) に格納された設定情報を、hUnit で指定したユニッ
トに展開します。

引数
hUnit ユニットハンドル
fileName ファイル名 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

設定情報初期化
int SxInitSetup( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny ); 
ERR InitSetup( HNDL hAny );

動作
hAny で指定したユニットの設定情報を工場出荷時状態に戻します。
hAny がユニットグループの場合は、そのグループに所属する全てのユニットの設定情
報を初期化します。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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3.16 システム関連

ユニットグループ名設定
int SxSetGroupName( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *name);
ERR SetGroupName( HNDL hAny, ref string name );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのユニットグループ名を name で指定し
た文字列に設定します。32 文字以上の文字列を与えた場合はエラーになります。

引数
hAny 各種ハンドル
name ユニットグループ名 ( ヌルも含めて 32 文字以内）

戻値
int 正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ユニット名設定
int SxSetUnitName( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *name);
ERR SetUnitName( HNDL hUnit, ref string name );

動作
hUnit で指定したユニットのユニット名を name で指定した文字列に設定します。32 文
字以上の文字列を与えた場合はエラーになります。

引数
hUnit ユニットハンドル
name ユニット名 ( ヌルも含めて 32 文字以内）

戻値
int 正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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キャリブレーション実行
int SxExecCal( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *result );
ERR ExecCal( HNDL hUnit, ref int result );

動作
hUnit で指定したユニットのキャリブレーションを実行します。
この API はキャリブレーションが完了してから戻ります。

引数
hUnit ユニットハンドル
result キャリブレーションの実行結果の格納先
 0：成功
 0 以外：失敗

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

セルフテスト実行
int SxExecSelftest( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *result );
ERR ExecSelftest( HNDL hUnit, ref int result );

動作
hUnit で指定したユニットのセルフテストを実行します。
result には実行するテスト項目を指定します。また、*result にはテスト結果が設定され
ます。この API は自己診断が完了してから戻ります。

引数
hUnit ユニットハンドル
result セルフテストの実行項目および結果の格納先
 実行項目および結果は以下の定数の論理和で示します。
  SX_SELFTEST_ACQMEM：波形メモリ異常
  SX_SELFTEST_SYSMEM：システムメモリ異常
  SX_SELFTEST_BACKUPMEM：バックアップメモリ異常
  SX_SELFTEST_HDD：内蔵ハードディスク異常
 0 を指定した場合は全ての項目が実行されます。
 異常がない場合は 0 が格納されます。

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ユニットの CPU 温度取得
int SxGetCpuTemperature( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *temperature );
ERR GetCpuTemperature( HNDL hUnit, ref int temperature );

動作
hUnit で指定したユニットの CPU 温度を取得します。

引数
hUnit ユニットハンドル
temperature 温度 (℃ ) の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連
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ユニットの時計設定、問い合わせ
int SxSetSystemClock( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *datetime );
ERR SetSystemClock( HNDL hAny, string datetime );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのシステム時計を設定します。
SL1000 を連結しているときは、ユニット単体での設定はできません。

引数
hAny 各種ハンドル
datetime 日付・時刻文字列 (m 秒分解能 )
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss.uuuuuu"(26 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33.123456 秒
 → "2007/12/23-15:22:33.123456"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetSystemClock( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *datetime );
ERR GetSystemClock( HNDL hAny, ref string datetime );

動作
hAny で指定したユニットのシステム時計の問い合わせをします。
datetime には最低 27 バイトの領域を確保してください。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの時刻を返します。

引数
hAny 各種ハンドル
datetime 日付・時刻文字列 (m 秒分解能 ) の格納先
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm:ss.uuuuuu"(26 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )"2007/12/23-15:22:33.123456"
 → 2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33.123456 秒

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連
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DHCP の設定、問い合わせ
int SxSetEthernetDHCP( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int mode );
ERR SetEthernetDHCP( HNDL hAny, int mode );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットの DHCP クライアントを設定します。

引数
hAny 各種ハンドル
mode SX_DHCP_OFF： DHCP を使用しない
 SX_DHCP_ON： DHCP を使用する

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetEthernetDHCP( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int *mode );
ERR GetEthernetDHCP( HNDL hAny, ref int mode );

動作
hAny で指定したユニットの DHCP クライアントの設定の問い合わせをします。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの設定を返します。

引数
hAny 各種ハンドル
mode モードの格納先
 SX_DHCP_OFF： DHCP を使用しない
 SX_DHCP_ON： DHCP を使用する

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

IP アドレスの設定、問い合わせ
int SxSetEthernetIP( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *adrs );
ERR SetEthernetIP( HNDL hUnit, string adrs );

動作
hUnit で指定したユニットのイーサネットの IP アドレスを設定します。

引数
hUnit ユニットハンドル
adrs IP アドレス
 ( 例 )"192.168.21.3"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetEthernetIP( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *adrs );
ERR GetEthernetIP( HNDL hUnit, ref string adrs );

動作
hUnit で指定したユニットのイーサネットの IP アドレスの問い合わせをします。

引数
hUnit ユニットハンドル
adrs IP アドレスの格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連
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サブネットマスクの設定、問い合わせ
int SxSetEthernetNetMask( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *adrs );
ERR SetEthernetNetMask( HNDL hAny, string adrs );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのサブネットマスクを設定します。

引数
hAny 各種ハンドル
adrs サブネットマスク
 ( 例 )"255.255.255.0"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetEthernetNetMask( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *adrs );
ERR GetEthernetNetMask( HNDL hAny, ref string adrs );

動作
hAny で指定したユニットのサブネットマスクの問い合わせをします。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの設定を返します。

引数
hAny 各種ハンドル
adrs サブネットマスクの格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

デフォルトゲートウェイの設定、問い合わせ
int SxSetEthernetGateway( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *adrs );
ERR SetEthernetGateway( HNDL hAny, string adrs );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのデフォルトゲートウェイのアドレスを
設定します。

引数
hAny 各種ハンドル
adrs デフォルトゲートウェイのアドレス
 ( 例 )"192.168.21.254"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetEthernetGateway( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, char *adrs );
ERR GetEthernetGateway( HNDL hAny, ref string adrs );

動作
hAny で指定したユニットのデフォルトゲートウェイのアドレスの問い合わせをします。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの設定を返します。

引数
hAny 各種ハンドル
adrs デフォルトゲートウェイのアドレスの格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連
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SNTP の設定、問い合わせ
int SxSetSNTP( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int mode, char *serverAddress, char 

*timeZone, int interval );
ERR SetSNTP( HNDL hAny, int mode, string serverAddress, string timeZone, int interval );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットの SNTP クライアントを設定します。
この API を mode=1 で実行すると、実行したときに時刻合わせを行います。
その後は interval[hour] で指定した時間間隔で、定期的に時刻合わせを行います。

引数
hAny 各種ハンドル
mode SX_SNTP_DISABLE： SNTP を使用しない
 SX_SNTP_ENABLE： SNTP を使用する
serverAddress SNTP サーバのアドレス
 ( 例 )"192.168.21.1"
timeZone UTC との時間差
 書式："hh:mm" または "-hh:mm"
 ( 例 )JST の場合 "09:00"
interval 時刻合わせの周期 [hour]
 設定できる周期は 0,1,2,4,6,8,12,24 のいずれかです。
 0 を指定した場合は定期的な時刻合わせは行いません。

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetSNTP( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int *mode, char *serverAddress, char 
*timeZone, int *interval );

ERR GetSNTP( HNDL hAny, ref int mode, ref string serverAddress, ref string timeZone, ref int interval );
動作

hAny で指定したユニットの SNTP クライアントの設定の問い合わせをします。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの設定を返します。
serverAddress には最低 16 バイトの領域を確保してください。

引数
hAny 各種ハンドル
mode モードの格納先
 SX_SNTP_DISABLE： SNTP を使用しない
 SX_SNTP_ENABLE： SNTP を使用する
serverAddress SNTP サーバのアドレスの格納先
timeZone UTC との時間差の格納先
 書式："hh:mm" または "-hh:mm"
 ( 例 )JST の場合 "09:00"
interval 時刻合わせの周期 [hour] の格納先
 0 の場合は定期的な時刻合わせは行わないことを示します。

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連



3-61IM 720120-61

関
数
詳
細

1

2

3

4

5

付

索

キーロックの設定、問い合わせ
int SxSetKeyLock( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int mode );
ERR SetKeyLock( HNDL hAny, BOOL mode );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットのキーロックを設定します。

引数
hAny 各種ハンドル
mode SX_KEYLOCK_OFF：キーロックしない
 SX_KEYLOCK_ON：キーロックする

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxGetKeyLock( SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny, int mode );
ERR GetKeyLock( HNDL hAny, ref BOOL mode );

動作
hAny で指定したユニットのキーロックの設定の問い合わせをします。
hAny がユニットグループの場合はマスタユニットの設定を返します。

引数
hAny 各種ハンドル
mode モードの格納先
 SX_KEYLOCK_OFF：キーロックしない
 SX_KEYLOCK_ON：キーロックする

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

エラーコード取得
int SxGetError( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *error );
ERR GetError( HNDL hAny, ref int error );

動作
hUnit で指定したユニットのエラーキューからエラーコードを一つ取り出し、それを返
します。hUnit がユニットグループの場合はマスタユニットから取り出します。
エラーキューが空の場合は 0 が返ります。

引数
hUnit ユニットハンドル
error エラーコードの格納先
 0：エラーキューは空
 0 以外：エラーコード

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.16　システム関連
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3.17 内蔵メディア操作

ドライブ数問い合わせ
int SxFileGetDriveNum( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *driveNum );
ERR FileGetDriveNum( HNDL hUnit, ref int driveNum );

動作
hUnit で指定したユニットの内蔵メディアのドライブ数を取得します。

引数
hUnit ユニットハンドル
driveNum ドライブ数の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ドライブ情報問い合わせ
int SxFileGetDriveInfo( SX_HNDL_UNIT hUnit, int index, char *driveName, int *totalSize, int *freeSize );
ERR FileGetDriveInfo( HNDL hUnit, int index, ref string driveName, ref int totalSize, ref int freeSize );

動作
hUnit で指定したユニットの index 番号のドライブの情報を取得します。
driveName には 8 バイト以上の領域を確保してください。

引数
hUnit ユニットハンドル
index ドライブ番号 (0 ～ )
driveName ドライブ名の格納先
 ( 例 ) "HD-0"
totalSize 総容量 (Kbyte) の格納先
freeSize 空き容量 (Kbyte) の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

カレントドライブ設定、問い合わせ
int SxFileSetCurrentDrive( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *driveName );
ERR FileSetCurrentDrive( HNDL hUnit, string driveName );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントドライブ ( 操作対象ドライブ ) を、driveName で
指定したドライブに設定します。

引数
hUnit ユニットハンドル
driveName ドライブ名
 ( 例 ) "HD-0"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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int SxFileGetCurrentDrive( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *driveName );
ERR FileGetCurrentDrive( HNDL hUnit, ref string driveName );

動作
hUnit で指定したユニットの現在設定されているカレントドライブ ( 操作対象ドライブ )
を取得します。driveName には 8 バイト以上の領域を確保してください。

引数
hUnit ユニットハンドル
driveName ドライブ名の格納先 (8 バイト以上の領域が必要 )

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

カレントディレクトリ設定、問い合わせ
int SxFileChDir( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *pathName );
ERR FileChDir( HNDL hUnit, string pathName );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリ ( 操作対象ディレクトリ ) を、
pathName で指定したディレクトリに設定します。

引数
hUnit ユニットハンドル
pathName パス名
 ( 例 )  "/abcdefg/efghi"　→ 絶対パス指定
   "jklmn"　→ 相対パス指定
   ".."　→ 親ディレクトリへ
   "/"　→ ルートディレクトリへ

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

int SxFileCwDir( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *pathName );
ERR FileCwDir( HNDL hUnit, ref string pathName);

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリ ( 操作対象ディレクトリ ) を絶対パス
名で取得します。pathName には 256 バイト以上の領域を確保してください。

引数
hUnit ユニットハンドル
pathName パス名の格納先 (256 バイト以上の領域が必要 )
 ( 例 ) "/abcdefg/efghi"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.17　内蔵メディア操作
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サブディレクトリ作成
int SxFileMkDir( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *dirName );
ERR FileMkDir( HNDL hUnit, string dirName );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリに dirName で指定した名前のサブ
ディレクトリを作成します。

引数
hUnit ユニットハンドル
dirName サブディレクトリ名
 ( 例 ) "jklmn"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

サブディレクトリ削除
int SxFileRmDir( SX_HNDL_UNIT hUnit, char *dirName );
ERR FileRmDir( HNDL hUnit, string dirName );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリにある、dirName で指定した名前の
サブディレクトリを削除します。削除したディレクトリ以下のファイルは全て失われま
す。

引数
hUnit ユニットハンドル
dirName サブディレクトリ名
 ( 例 ) "jklmn"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ファイル数取得
int SxFileGetFileNum( SX_HNDL_UNIT hUnit, int *fileNum );
ERR FileGetFileNum( HNDL hUnit, ref int fileNum );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリにあるファイル数 ( サブディレクト
リも含む ) を取得します。SxFileGetFileInfo() でファイル情報を取得する場合は、目的の
カレントディレクトリでこの API を事前に実行してください。

引数
hUnit ユニットハンドル
dirName サブディレクトリ名
 ( 例 ) "jklmn"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.17　内蔵メディア操作
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ファイル情報取得
int SxFileGetFileInfo(SX_HNDL_UNIT hUnit, int index, char *fileName, int *attr, int *size, char 

*datetime);
ERR FileGetFileInfo( HNDL hUnit, int index, ref string fileName, ref int attr, ref int size, ref string 

datetime );
動作

hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリにある、index 番号のファイルの情
報を取得します。fileName には 256 バイト以上の領域を確保してください。
datetime は 17 バイト以上の領域を確保してください。
この API を使用する場合は、目的のカレントディレクトリに移行したあと、予め
SxFileGetFileNum() を実行してください。

引数
hUnit ユニットハンドル
index ファイル番号 (0 ～ )
fileName ファイル名の格納先 (256 バイト以上の領域が必要 )
 ( 例 ) "stuvw.xyz"
attr 属性の格納先
 属性は以下の値の論理和で表現されます。
 SX_ATTR_SUBDIR：サブディレクトリ
 ( 現状、属性は上記の「サブディレクトリ」のみが定義されています。)
size ファイルサイズ [byte] の格納先
datetime ファイル日時の格納先 (17 バイト以上の領域が必要 )
 書式："YYYY/MM/DD-hh:mm"　16 文字＋ヌル文字 )
 ( 例 )2007 年 12 月 23 日 15 時 22 分 33 秒 → "2007/12/23-15:22:33" 

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ファイル削除
int SxFileDelete(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *fileName);
ERR FileDelete( HNDL hUnit, string fileName );

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリにある、fileName で指定したファイ
ルを削除します。この API でサブディレクトは削除できません。サブディレクトリを削
除する場合は SxFileRmDir() を使用します。

引数
hUnit ユニットハンドル
fileName ファイル名
 ( 例 ) "stuvw.xyz"

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.17　内蔵メディア操作
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ファイル取得
int SxFileGet(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *srcFileName, char *dstFileName);
int SxFileGetM(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *srcFileName, char *buf, int bsize, int *size);
ERR FileGet( HNDL hUnit, string srcFileName, string dstFileName );
ERR FileGetM( HNDL hUnit, string srcFileName, ref any[] buf, int bsize, ref int size );
ERR FileGetM( HNDL hUnit, string srcFileName, ref any[] buf, ref int size )

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリにある、srcfileName で指定したファ
イルを取得します。
SxFileGet() は dstFileName で指定したローカルファイルに内容をコピーします。
SxFileGetM() は buf で指定したアドレスのメモリ上に内容をコピーします。

引数
hUnit ユニットハンドル
srcFileName コピー元のファイル名 ( ユニット側 )
 ( 例 ) "stuvw.xyz"
dstFileName コピー先のファイル名 (PC 側 )
 ( 例 ) "C:\SL1000\stuvw.xyz"
buf ファイルイメージの格納先
bsize ファイルイメージの格納先のバッファサイズ [byte]
size 実際に格納したサイズ [byte] の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

ファイル作成
int SxFilePut(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *dstFileName, char *srcFileName);
int SxFilePutM(SX_HNDL_UNIT hUnit, char *dstFileName, char *buf, int size);
ERR FilePut( HNDL hUnit, string dstFileName, string srcFileName );
ERR FilePutM( HNDL hUnit, string dstFileName, ref any[] buf, int size );
ERR FilePutM( HNDL hUnit, string dstFileName, ref any[] buf);

動作
hUnit で指定したユニットのカレントディレクトリに、dstfileName で指定したファイル
を作成します。
SxFilePut() は srcFileName で指定したローカルファイルの内容をコピーします。
SxFilePutM() は buf で指定したアドレスのメモリの内容をコピーします。

引数
hUnit ユニットハンドル
dstFileName 作成するファイル名 ( ユニット側 )
 ( 例 ) "stuvw.xyz"
srcFileName コピー元のファイル名 (PC 側 )
 ( 例 ) "C:\SL1000\stuvw.xyz"
buf ファイルイメージの格納先
size ファイルイメージのサイズ [byte]

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.17　内蔵メディア操作
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内蔵 HDD のフォーマット
int SxFormatHDD(SX_HNDL_GROUP | SX_HNDL_UNIT hAny);
ERR FormatHDD( HNDL hAny );

動作
hAny で指定したハンドルに所属するユニットの内蔵 HDD をフォーマットします。

引数
hAny 各種ハンドル

戻値
正常の場合は 0，エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

3.17　内蔵メディア操作
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3.18 デバッグ支援

トレースモードの設定、問い合わせ
int SxTraceSetMode(int mode, const char *fileName);
ERR TraceSetMode( int mode, string fileName );
ERR TraceSetMode( int mode );

動作
mode で指定したトレースモードに設定します。ファイル出力を On にした場合は
fileName には出力先 (PC ローカルファイル ) のファイル名を指定します。
この API はアプリケーションプログラムの任意のタイミングで呼び出すことができます。

引数
mode トレースモード
 論理和で指定します。値については 3.19 節を参照してください。
fileName ファイル出力が On の場合の出力先ファイル名
 NULL を指定した場合はデフォルトファイル名 (".\SxAPILog.txt")

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

解説
トレースモードの設定は、この API のほかに以下の２つの方法があります。
環境変数による方法

環境変数名 値
SXAPI_TRACE_MODE トレースモード　( 例：0x1131)
SXAPI_TRACE_FILE トレースファイル名　( 例：C:\TEMP\SxAPI.log)
コマンドライン引数による方法

書式 例
-SXAPI_TRACE_MODE = < トレースモード > -SXAPI_TRACE_MODE=0x1131
-SXAPI_TRACE_FILE = "< トレースファイル名 >" -SXAPI_TRACE_MODE="C:\TEMP\SxAPI.log"

設定の優先順位は高い方から順に 「本 API」＞「コマンドライン引数」＞「環境変数」です。
トレースモードの初期値は 0( トレースしない )、トレースファイル名の初期値は ".\
SxTraceLog.txt" です。

int SxTraceGetMode(int *mode, char *fileName);
ERR TraceGetMode( ref int mode, ref string fileName );

動作
トレースモードとトレース出力先ファイル名 (PC 側 ) を取得します。

引数
mode トレースモードの格納先
 論理和で表現されます。値については 3.19 節を参照してください。
fileName ファイル出力が On の場合の保存先ファイル名の格納先

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。
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トレース出力
int SxTracePrint( char *s );
int SxTracePrintf( char *fmt, ... );
ERR TracePrint( string s );

動作
SxTracePrint() は s で指定した文字列をトレース出力します。
SxTracePrintf() は printf() と同様の書式で指定される文字列を出力します。
この API は VC++ だけで使用できます。

引数
s 文字列 ( 終端はヌル文字 )
fmt printf() 書式の文字列

戻値
正常の場合は 0、エラーの場合は 0 以外のエラーコードを返します。

パフォーマンスタイマーのリセット
unsigned long SxResetTimer();
uint ResetTimer();

動作
この API を実行したタイミングでパフォーマンスタイマーを 0 にリセットし、リセット
直前のタイマー値 (msec) を返します。

引数
なし

戻値
unsigned long リセット直前のタイマー値 (msec)

解説
パフォーマンスタイマーは、SxAPI の関数のいずれかを最初に呼び出したタイミング ( 通
常は SxIint() を呼び出したタイミング ) で 0 にリセットされます。その後、本 API が実行
されるまでカウントアップを続けます。
パフォーマンスタイマーの精度は 1m 秒です。

パフォーマンスタイマーの取得
unsigned long SxGetTimer();
uint GetTimer();

動作
この API を実行したタイミングでのパフォーマンスタイマー値 (msec) を返します。

引数
なし

戻値
unsigned long リセット直前のタイマー値 (msec)

3.18　デバッグ支援
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3.19 定義

ハンドル
typedef unsigned long SX_HNDL; // 各種ハンドル
#define SX_HNDL_COMM SX_HNDL // 通信ハンドル
#define SX_HNDL_GROUP SX_HNDL // ユニットグループハンドル
#define SX_HNDL_UNIT SX_HNDL // ユニットハンドル
#define SX_HNDL_MOD SX_HNDL // モジュールハンドル
#define SX_HNDL_CH SX_HNDL // チャネルハンドル
#define SX_HNDL_MEASGRP SX_HNDL // 測定グループハンドル

通信種別
#define SX_WIRE_USB 7 // USB (USBTMC)
#define SX_WIRE_LAN 8 // Ethernet (VXI-11)

モジュール情報構造体
typedef struct {
 int slotNo;  // スロット番号
 int type;  // 0:empty, 1:AcqModule
 int measGroupNo; // 測定グループ番号 (0 ～ 3)
 int chOffsetGrp; // ユニットグループ内チャネルオフセット通番
 int chOffsetUnit; // ユニット内チャネルオフセット通番
 int chNum;  // チャネル数
 char productCode[16]; // モジュールコード ( 例："M701250")
 char productName[16]; // モジュール名 ( 例："HS10M12")
}SX_INFO_MOD;

ユニット情報構造体
typedef struct {
 int groupID; // ユニットグループ番号
 int unitID; // ユニット番号
 char address[64]; // ユニットアドレス
 int chOffsetGrp; // ユニットグループ内チャネルオフセット通番
 int modNum; // モジュール数
 char productCode[16]; // 製品型名 ( 例："720120")
 char groupName[32]; // ユニット名 ( 例：" ユニット 1")
 char unitName[32]; // オプション ( 例："128MW,HD,ETHER")
 SX_INFO_MOD moduleInfo[10]; // モジュール情報
} SX_INFO_UNIT;

ユニットグループ情報構造体
typedef struct {
 int groupID; // ユニットグループ番号
 int errorCode; // ユニットグループエラーコード (0 で Open 可 )
   // 詳 細 は ユ ニ ッ ト グ ル ー プ エ ラ ー コ ー ド 
   // (3-70 ページ ) 参照
 int unitNum; // ユニット数
 char groupName[32]; // errorCode!=0 の場合は ""( 空 )
} SX_INFO_GROUP;
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収集データ情報構造体

typedef struct {
 INT channel; // 論理 CH 番号 (0 ～ )
 UCHAR dataType; // 生データ型種別
 CHAR startBit; // 整数時の有効ビット開始位置 (0bit ～ )
 CHAR effectiveBit; // 整数時の有効ビット長 (0 は lsb まで有効 )
 char pad1[1]
 char label[8] // ラベル名
 double vResolu; // 物理値変換ゲイン
 double vOffset; // 物理値変換オフセット
 UNION64 nonData; // 非表示コード ( 生データの次元 )
 char unit[4]; // 単位文字列
 char pad2[4];
 INT recordLen; // 測定点数 ( データ点数 )
 INT trigPos; // トリガ位置 ( トリガモード時のみ有効
   // 無効時は 0x80000000)
 char pad3[8];
 char pad4[8];
 char pad5[8];
} SX_INFO_CH;

イベント種別
#define SX_EV_ALA 0x00000080 // システムアラーム発生通知
#define SX_EV_ACQ_START 0x00010000 // 測定開始通知
#define SX_EV_ACQ_STOP 0x00020000 // 測定終了通知
#define SX_EV_TRIG_START 0x00040000 // トリガ検出通知 ( トリガモード )
#define SX_EV_TRIG_END 0x00080000 // 1 回のトリガ測定完了通知
#define SX_EV_REC_START 0x01000000 // 記録開始通知
#define SX_EV_SAVE_SATRT 0x02000000 // 波形データ保存開始通知
#define SX_EV_REC_END 0x04000000 // 記録終了通知
#define SX_EV_ACQ_DATA_READY 0x08000000 // 指定点数データ収集通知
  ( フリーランモード )
#define SX_EV_SAVE_END 0x10000000 // 波形データ保存完了通知
#define SX_EV_CHANNEL_ALARM 0x20000000 // チャネルアラーム発生 / 解除通知

3.19　定義
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エラーコード
#define SX_ERR_OK 0 // エラーなし、正常終了
#define SX_ERR_TIMEOUT 10001 // タイムアウト
#define SX_ERR_NO_STATION 10002 // 対象ユニットがみつからない
#define SX_ERR_FAIL_OPEN  10003 // オープンに失敗した
#define SX_ERR_NOT_OPEN 10004 // オープンされていない
#define SX_ERR_ALREADY_OPEN 10005 // 既にオープン済み
#define SX_ERR_NOT_CONTROL 10006 // 環境エラー
#define SX_ERR_ILLEGAL_PARAMETER  10007 // 引数が不正
#define SX_ERR_SEND_ERROR 10008 // 送信エラー
#define SX_ERR_RECV_ERROR 10009 // 受信エラー
#define SX_ERR_NOT_BLOCK  10010 // 受信データがブロックデータでない
#define SX_ERR_SYSTEM_ERROR 10011 // システムエラー
#define SX_ERR_ILLEGAL_ID 10012 // ID 違反
#define SX_ERR_COMM_ERROR 10013 // 通信コマンドエラー
#define SX_ERR_BUFFER_SHORT 10014 // バッファ不足
#define SX_ERR_NO_GROUP 10016 // 対象ユニットグループがみつからな 
  い
#define SX_ERR_ILLEGAL_GROUP 10017 // 不正ユニットグループ
#define SX_ERR_HNDL_TYPE  10018 // ハンドル種別違反
#define SX_ERR_ILLEGAL_HNDL 10019 // ハンドル異常
#define SX_ERR_NO_HNDL 10020 // ハンドルがみつからない
#define SX_ERR_ILLEAL_MESSAGE 10021 // コマンド文字列違反
#define SX_ERR_OUT_OF_RANG 10022 // 範囲外のデータが指定された
#define SX_ERR_NO_DATA 10023 // 指定のデータがない
#define SX_ERR_CONFLICT 10024 // 競合エラー
#define SX_ERR_INTERNAL_ERROR 10031 // 内部エラー

ユニットグループエラーコード
#define SX_GRPERR_OK 0 // グループオープン可
#define SX_GRPERR_NOUNIT 1 // ユニットが一台も無い
#define SX_GRPERR_MISSING 2 // ユニット ID が飛んでいる
  ( 問題の ID は b8 ～ 15)
#define SX_GRPERR_DUPLICATE 3 // ユニット ID が重複している
  ( 問題の ID は b8 ～ 15)
#define SX_GRPERR_SYNCLINE 4 // 同期ケーブルが接続されてない
  ( 問題の ID は b8 ～ 15）

セルフテスト結果
#define SX_SELFTEST_ACQMEM 0x0001 // 波形メモリ異常
#define SX_SELFTEST_SYSMEM 0x0002 // システムメモリ異常
#define SX_SELFTEST_BACKUPMEM 0x0004 // バックアップメモリ異常
#define SX_SELFTEST_HDD 0x0010 // 内蔵ハードディスク異常

ファイル属性
#define SX_ATTR_SUBDIR 0x0001 // サブディレクトリ

3.19　定義
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トレースモード
#define SX_TRACE_FILE 0x00000001 // ファイル出力 ON
#define SX_TRACE_DEBUGOUT 0x00000002 // デバッグ出力 ON
  (Debug 用 DLL のみ有効、  
  SX_TRACE_FILE が優先 )
#define SX_TRACE_SXAPI 0x00000010 // SxAPI.dll のアクセスログ
#define SX_TRACE_SRQ 0x00000020 // SRQ 処理ログ
#define SX_TRACE_TMCTL 0x00000040 // tmctl.dll のアクセスログ
#define SX_TRACE_TIME 0x00000100 // 時刻スタンプ
#define SX_TRACE_ELASP 0x00000200 // 相対時刻スタンプ
#define SX_TRACE_PERFORM 0x00000400 // パフォーマンス測定
#define SX_TRACE_ONLY_CALL 0x00001000 // 関数呼び出し時のみトレース
#define SX_TRACE_ONLY_RETURN 0x00002000 // 関数戻り時のみトレース
#define SX_TRACE_AUTOFILENAME 0x00010000 // ファイル名のあとに日時とプロ 
  セス番号を付ける (SX_TRACE_FILE 
  が On のときのみ有効 )

3.19　定義
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4.1 通信コマンドの使い方

通信コマンド送受信用の API
通信コマンドは、以下の SxAPI 通信コマンド制御関数を使って送受信します。
 SxSetControl()  設定コマンド送信
 SxSetControlBinary() 設定コマンド送信 ( バイナリ型式のパラメータ送信 )
 SxGetControl()  クエリコマンド送受信
 SxGetControlBinary() クエリコマンド送受信 ( バイナリ形式のパラメータ受信 )
通信コマンド制御関数の詳細は 3.8 節をご覧ください。

構文の記載規則
・ コマンドおよびパラメータの小文字で表記された箇所は省略可能です。
 ( 例 ):ALAR:ACK:EXEC

・ ユニットはコマンドおよびパラメータの大文字 / 小文字の区別をしません。
 ( 例 ):alar:ack:exec

・ [ ] で囲われた部分は省略可能です。
 ( 例 ):TRIG:HYST MIDD

・ { } で囲われた部分は変数であること示します。省略不可です。
 ( 例 ):CHAN<ch>:LSC:P1X 10

・ | の区切りはいすれかの選択であること示します。
 ( 例 ):ALAR:COMB OR

・ <boolean> は論理型を示し、真のときは 1 または ON，偽のときは 0 または OFF に
なります。

 ( 例 ):GONO:ACT:BUZZ OFF
・ <NRf> は数値であることを示します。
 ( 例 ):TRIG:LEV 2.5

・ < 文字列 > は "" ( ダブルコーテーション ) で囲われた文字列であることを示します。
 ( 例 ):ALAR:ACT:MAIL:ADDR "yoko@yokogawa.jp.com"

・ < ブロック > は バイナリ形式のパラメータであることを示します。
・ <ch> はチャネル番号です。SxAPI が自動的に適切な文字を生成しますので、そのま

ま記述します。
 ( 例 ):CHAN<ch>:LSC:P1X 10

・ <mo> はモジュール番号です。SxAPI が自動的に適切な文字を生成しますので、その
まま記述します。

・ <sg> は測定グループ番号です。SxAPI が自動的に適切な文字を生成しますので、そ
のまま記述します。

・ その他、<> で囲われた部分には，当てはまる内容が記載されています。

Note
ここに記載されていないコマンド (IEEE 488.2-1987 で規定されているコマンドも含む ) は使用
しないでください。使用すると SxAPI が正常に動作しない可能性があります。

第 4章	 SL1000 の通信コマンド
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4.2 コマンド一覧

ALARm グループ
コマンド 説明 ページ

:ALARm:ACK:EXECute アラーム ( 出力 ) 解除の実行 4-6
:ALARm:ACOunt? アラーム発生時の，測定開始からのアクイジション番号の問い

合わせ
4-6

:ALARm:COMBination 各チャネルのアラームの AND/OR の設定 / 問い合わせ 4-6
:ALARm:CONDition? アラーム出力端子状態の問い合わせ 4-6
:ALARm:CHANnel<ch>:CONDition? 指定チャネルのアラーム状態の問い合わせ 4-6
:ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis<X2> 各チャネルのアラームヒステリシスを３段階で設定 / 問い合わ

せ
4-6

:ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis<X2> 各チャネルのアラームヒステリシスを数値で設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:CHANnel<ch>:LEVel<X2> 各チャネルのアラームレベルの設定 / 問い合わせ ( 指定チャネル

がロジック入力以外の場合 )
4-7

:ALARm:CHANnel<ch>:TYPE 各チャネルのアラームタイプの設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:CHANnel<ch>:AVALue? 指定チャネルのアラーム発生時の測定値をアスキー文字列で問

い合わせ
4-7

:ALARm:CTIMe? 最新の「チャネルアラーム状態変更」が発生した時刻の問い合
わせ

4-7

:ALARm:HOLD アラーム発生時のアラーム出力の保持の設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:MODE アラーム機能の動作モードの設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:CMODe チャネルアラームの動作モードの設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:SMODe システムアラームの動作モードの設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:OTERminal アラーム出力端子の On/Off の設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:SOURce アラーム検出ソースの設定 / 問い合わせ 4-7
:ALARm:STATus? チャネルアラームのアラームステータスの問い合わせ 4-8
:ALARm:SSTATus? システムアラームのステータス値の問い合わせ 4-8
:ALARm:SYSTem:SOURce:BOVerrun システムアラームのバッファオーバラン検出の設定 / 問い合わ

せ
4-8

:ALARm:SYSTem:SOURce:FSTop システムアラームのファンストップ検出の設定 / 問い合わせ 4-8
:ALARm:SYSTem:SOURce:DFULl システムアラームのＨＤＤフル検出の設定 / 問い合わせ 4-8
:ALARm:STIMe? 最新の「システムアラーム状態変更」が発生した時刻の問い合

わせ
4-8

CHANnel グループ
コマンド 説明 ページ

:CHANnel<ch>:ACCL:BIAS 加速度センサへのバイアス電流の供給 ON/OFF の設定 / 問い合
わせ ( 加速度 / 電圧モジュール )

4-9

:CHANnel<ch>:ACCL:BWIDth フィルタの設定 / 問い合わせ ( 加速度 / 電圧モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:ACCL:COUPling 入力カップリングの設定 / 問い合わせ ( 加速度 / 電圧モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:ACCL:GAIN ゲインの設定 / 問い合わせ ( 加速度 / 電圧モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:ACCL:SENSitivity 感度の設定 / 問い合わせ ( 加速度 / 電圧モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:ACCL:UNIT 上下限値の単位の設定 / 問い合わせ ( 加速度 / 電圧モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:BWIDth 帯域制限の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:CELimination チャタリング除去の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-9
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:COUPling 入力カップリングの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:HYSTeresis ヒステリシスの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PRESet プリセットの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PROBe プローブの減衰比の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PULLup プルアップの ON/OFF の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:SLOPe スロープの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:THReshold スレショルドレベルの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:VRANGe 電圧レンジの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-10
:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:AVALue リニアスケーリング係数 A の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュー

ル )
4-11

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:BVALue リニアスケーリング係数 B の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュー
ル )

4-11

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:GETMeasure リニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測定の実行 ( 周波数モジュー
ル )

4-11
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コマンド 説明 ページ
:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:MODE リニアスケーリングの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-11
:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:{P1X|P1Y| 
P2X|P2Y}

リニアスケーリングの P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y 値の設定 / 問い合わせ
( 周波数モジュール )

4-11

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:UNIT リニアスケーリング結果に付加する単位の設定 / 問い合わせ ( 周
波数モジュール )

4-11

:CHANnel<ch>:FREQ:OFFSet オフセット値の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-11
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:CFRequency センター周波数の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DECeleration 減速予測の ON/OFF の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DPULse 1 パルスあたりの距離の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer:SMOothing: 
MODE

スムージングの ON/OFF の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer:SMOothing: 
VALue

スムージングの移動平均次数の設定 / 問い合わせ ( 周波数モ
ジュール )

4-12

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer:PAVerage:MODE パルス平均の ON/OFF の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer:PAVerage:VALue パルス平均を行う回数の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-12
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FUNCtion 測定モードの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:LRESet オーバーリミットリセットの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュー

ル )
4-13

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:MPULse 測定パルスの上向き (positive)/ 下向き (negative) の設定 / 問い合
わせ ( 周波数モジュール )

4-13

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:PROTate 1 回転あたりのパルス数の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:RESet パルスカウントリセットの実行 ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:STOPpredict 停止予測の ON/OF の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:TUNit 時間単位の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UNIT パルス積算の単位の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-13
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UPULse 単位 / パルスの設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:VUNit 速度の単位の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:FREQ:VDIV Value/Div の設定 / 問い合わせ ( 周波数モジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:STRain:BALance:CHANnel<ch> バランスを実行するチャネルの設定 / 問い合わせ ( ひずみモ

ジュール )
4-14

:CHANnel<ch>:STRain:BALance:EXECute バランスの実行 ( ひずみモジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:STRain:BWIDth フィルタの設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:STRain:EXCitation ブリッジ電圧の設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:STRain:GFACtor ゲージ率の設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-14
:CHANnel<ch>:STRain:INVert 反転表示する (ON)/ しない (OFF) の設定 / 問い合わせ ( ひずみモ

ジュール )
4-15

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:AVALue スケーリング係数 A の設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-15
:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:BVALue オフセット値 B の設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-15
:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:DISPlaytype:MODE リニアスケーリング使用時の表示形式の設定 / 問い合わせ ( ひず

みモジュール )
4-15

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:DISPlaytype: 
DECimalnum

リニアスケーリング使用時の表示形式が Float 時の小数点位置の
設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール )

4-15

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:GETMeasure リニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測定の実行 ( ひずみモジュー
ル )

4-15

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:MODE リニアスケーリングの設定方式の設定 / 問い合わせ ( ひずみモ
ジュール )

4-15

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:{P1X|P1Y|P2X|P2Y} リニアスケーリングの P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y 値の設定 / 問い合わせ
( ひずみモジュール )

4-16

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:SHUNt シャントキャリブレーションの実行 ( ひずみモジュール (DSUB，
シャント CAL 対応 ) だけ )

4-16

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:UNIT リニアスケーリングの結果に付加する単位の設定 / 問い合わせ
( ひずみモジュール )

4-16

:CHANnel<ch>:STRain:RANGe 測定レンジの設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-16
:CHANnel<ch>:STRain:UNIT 単位の設定 / 問い合わせ ( ひずみモジュール ) 4-16
:CHANnel<ch>:TEMPerature:BURNout バーンアウトを検知する / しないの設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高

精度電圧モジュール )
4-16

:CHANnel<ch>:TEMPerature:BWIDth 帯域制限の設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高精度電圧モジュール ) 4-16
:CHANnel<ch>:TEMPerature:COUPling 入力カップリングの設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高精度電圧モジュー

ル )
4-16

:CHANnel<ch>:TEMPerature:RJC RJC の設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高精度電圧モジュール ) 4-17
:CHANnel<ch>:TEMPerature:TYPE 熱電対の種類の設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高精度電圧モジュール ) 4-17
:CHANnel<ch>:TEMPerature:UNIT 単位の設定 / 問い合わせ ( 温度 / 高精度電圧モジュール ) 4-17
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:BWIDth 帯域制限の設定 / 問い合わせ ( 電圧モジュール *) 4-17
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:COUPling 入力カップリングの設定 / 問い合わせ ( 電圧モジュール *) 4-17

4.2　コマンド一覧



4-4 IM 720320-01

コマンド 説明 ページ
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:INVert 反転表示をする (ON)/ しない (OFF) の設定 / 問い合わせ ( 電圧モ

ジュール *)
4-17

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:BVALue リニアスケーリングのオフセット値 B の設定 / 問い合わせ ( 電圧
モジュール *)

4-18

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:DISPlaytype:MODE リニアスケーリング使用時の表示形式の設定 / 問い合わせ 4-18
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:DISPlaytype: 
DECimalnum

リニアスケーリング使用時の表示形式が Float 時の小数点位置の
設定 / 問い合わせ

4-18

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:DISPlaytype: 
SUBunit

リニアスケーリング使用時の表示形式が Float 時の補助単位の設
定 / 問い合わせ

4-18

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:GETMeasure リニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測定の実行 ( 電圧モジュール *) 4-18
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:MODE リニアスケーリング機能の設定 / 問い合わせ ( 電圧モジュール *) 4-18
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:{P1X|P1Y|P2X|P2Y} リニアスケーリングの P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y 値の設定 / 問い合わせ

( 電圧モジュール *)
4-19

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:UNIT リニアスケーリング結果に付加する単位の設定 / 問い合わせ ( 電
圧モジュール *)

4-19

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:PROBe プローブの種類の設定 / 問い合わせ ( 電圧モジュール *) 4-19
:CHANnel<ch>[:VOLTage]:VDIV V/div 値の設定 / 問い合わせ ( 電圧モジュール *) 4-19

* 電圧モジュール：高速 100MS/s 12 ビット絶縁モジュール、高速 10MS/s 12 ビット絶縁モジュール、高速高分解能 1MS/s 16 ビッ
ト絶縁モジュール、高速 10MS/s 12 ビット非絶縁モジュール、高電圧 100kS/s 16 ビット絶縁モジュール (RMS 付 ) のことです。

GONogo グループ
コマンド 説明 ページ

:GONogo:ACONdition GO/NO-GO 判定の動作の基準の設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:ACTion:BUZZer 実行条件成立時にビープ音を鳴らすか鳴らさないかの設定 / 問

い合わせ
4-20

:GONogo:ACTion:MAIL:ADDRess 実行条件成立時のメール送信先アドレスの設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt 実行条件成立時のメール送信回数の上限の設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:ACTion:MAIL:MODE 実行条件成立時にメールで送信する / しないの設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:ACTion:SAVE[:MODE] 実行条件成立時にストレージメディアに波形データを保存する /

しないの設定 / 問い合わせ
4-20

:GONogo:ACTion:SAVE:TYPE 実行条件成立時にストレージメディアに波形データを保存する
ときのデータタイプの設定 / 問い合わせ

4-20

:GONogo:AREA　 判定する波形エリアの設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:COUNt? 実際に行った GO/NO-GO の判定回数の問い合わせ 4-20
:GONogo:LOGic GO/NO-GO 判定の論理の設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:MODE GO/NO-GO 判定の種類の設定 / 問い合わせ 4-20
:GONogo:NGCount? GO/NO-GO 判定の NO-GO 回数の問い合わせ 4-21
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe? パラメータ判定の各波形パラメータが NO-GO の原因かそうでな

いかの問い合わせ
4-21

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE パラメータ判定の各波形パラメータの OFF と判定基準の設定 /
問い合わせ

4-21

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:PARam?　 各波形パラメータの自動測定項目の問い合わせ 4-21
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe パラメータ判定の各波形パラメータの自動測定対象波形のチャ

ネル番号の設定 / 問い合わせ
4-21

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:
< パラメータ >

各波形パラメータの自動測定項目の上下限値の設定 / 問い合わ
せ

4-21

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue? パラメータ判定の各波形パラメータの自動測定値の問い合わせ 4-21
:GONogo:RSTatus?　 最新の GO/NO-GO 判定結果の問い合わせ 4-21

MEASure グループ
コマンド 説明 ページ

:MEASure:AREA　 波形パラメータを自動測定する波形エリアの設定 / 問い合わせ 4-23
:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:MODE ディスタル・メシアル・プロキシマル点のモードの設定 / 問い合わせ 4-23
:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:PERCent ディスタル・メシアル・プロキシマル点を％で設定 / 問い合わせ 4-23
:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:UNIT ディスタル・メシアル・プロキシマル点の設定 / 問い合わせ 4-23
:MEASure:CHANnel<ch>:METHod High・Low 点の設定 / 問い合わせ 4-23
:MEASure:CHANnel<ch>:
< パラメータ >:STATe

各波形の各波形パラメータ ( 測定項目 ) の ON/OFF を 1 つずつ設定 /
問い合わせ

4-23

:MEASure:CHANnel<ch>:
< パラメータ >:VALue?

各波形の各波形パラメータの自動測定値の問い合わせ 4-24

4.2　コマンド一覧
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コマンド 説明 ページ
:MEASure:CRANge 波形パラメータ測定の範囲の設定 / 問い合わせ 4-24
:MEASure:MODE 波形パラメータの自動測定モードの設定 / 問い合わせ 4-24
:MEASure:WAIT? タイムアウト付きで，波形パラメータの自動測定実行の終了待ち 4-24

TRIGger グループ
コマンド 説明 ページ

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 
COMBination

コンビネーショントリガ時の指定チャネル内の各ビットのトリガの
AND/OR の設定 / 問い合わせ

4-25

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 
HYSTeresis<X>

コンビネーショントリガ時の指定チャネルのトリガヒステリシスの設
定 / 問い合わせ

4-25

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 
LEVel<X>

コンビネーショントリガ時の各チャネルのトリガレベルの設定 / 問い
合わせ

4-25

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>:TYPE コンビネーショントリガ時の各チャネルのトリガタイプの設定 / 問い
合わせ

4-25

:TRIGger:COMBination:EXTernal:TYPE コンビネーショントリガ時の外部トリガのタイプの設定 / 問い合わせ 4-25
:TRIGger:COMBination:MODE コンビネーショントリガのコンビネーションモードの設定 / 問い合わ

せ
4-25

:TRIGger:DELay ディレイ ( トリガ点からトリガポジションまでの時間 ) の設定 / 問い
合わせ

4-26

:TRIGger:HOLDoff:TIME トリガホールドオフ時間の設定 / 問い合わせ 4-26
:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis シンプルトリガのヒステリシスの設定 / 問い合わせ 4-26
:TRIGger[:SIMPle]:LEVel シンプルトリガの「:TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で指定しているチャネ

ルの設定 / 問い合わせ
4-26

:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe シンプルトリガの「:TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で指定しているチャネ
ルのトリガタイプの設定 / 問い合わせ

4-27

:TRIGger:SIMPle:SOURce シンプルトリガのトリガソースの設定 / 問い合わせ 4-27
:TRIGger:TIMer:DATE 時刻トリガのトリガ日付の設定 / 問い合わせ 4-27
:TRIGger:TIMer:INTerval 時刻トリガのトリガ時間間隔の設定 / 問い合わせ 4-27
:TRIGger:TIMer:TIME 時刻トリガのトリガ時刻の設定 / 問い合わせ 4-27
:TRIGger:TYPE トリガの種類の設定 / 問い合わせ 4-27

4.2　コマンド一覧
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:ALARm:ACK:EXECute
機能 アラーム（出力）解除を実行します。
構文 :ALARm:ACK:EXECute

:ALARm:ACOunt?
機能　　アラーム発生時の、測定開始からのアクイジション番

号を問い合わせします。
構文 :ALARm:ACOunt?

例 :ALARm:ACOunt? -> 65535

:ALARm:COMBination
機能 各チャネルのアラームの AND/OR を設定 / 問い合わ

せします。
構文 :ALARm:COMBination {AND|OR}

 :ALARm:COMBination?

例 :ALARm:COMBination OR

 :ALARm:COMBination? -> OR

:ALARm:CONDition?
機能 アラーム出力端子状態を問い合わせします。
構文 :ALARm:CONDition?

例 :ALARm:CONDition? -> 1

解説 出力 On ならば 1、Off ならば 0 を返します。

:ALARm:CHANnel<ch>:AVALue?
機能 指定チャネルのアラーム発生時の測定値をアスキー

文字列で問い合わせします。
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:AVALue?

解説 測定値はチャネル毎に「；」=0x3b で区切り、有効
なチャネル分出力します。

 VERBose 設定により、「ラベル」「単位」付き／測定
値のみの選択が可能です。

 表示Ｏｆｆのチャネルは、測定値に「Ｏｆｆ」と出
力されます。

 応答フォーマット

 
C“ H “ ; “

単位 4文字測定値 11文字ラベル 8文字 ( 右詰め )

:ALARm:CHANnel<ch>:CONDition?
機能 指定チャネルのアラーム状態を問い合わせします。
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:CONDition?

例 :ALARm:CHANnel<ch>:CONDition? -> 1

解説 アラーム On ならば 1、Off ならば 0 が返ります。

:ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis<X2>
機能 各チャネルのアラームヒステリシスを３段階で設定

/ 問い合わせします。
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis<x2> 

{HIGH|LOW|MIDDle}

 :ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis<x2>?

 <X2>=1、2
 Type が High、Low の場合、レベル１のみ使用
 Type が WLIn、WLOut の場合、レベル１、２を使用
 （レベル１：上限　レベル２：下限）
 HIGH  : ±１０％ (V/Div の１０倍に対する値 )
 MIDDle : ±５％ (V/Div の１０倍に対する値 )
 LOW  : ±１％ (V/Div の１０倍に対する値 )
例 :ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis1 LOW

 :ALARm:CHANnel<ch>:HYSTeresis1? -> LOW

4.3 ALARm グループ

ALArm グループは、アラーム（警報）に関するグループです。測定モードがフリーランモードの場合にのみ有効です。
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:ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis<X2>
機能 各チャネルのアラームヒステリシスを数値で設定 /

問い合わせします。
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis<x2> 

{< 電圧 >|<NRf>|< 電流 >}

 :ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis<x2>?

 <X2>=1、2
 Type が High、Low の場合、レベル１のみ使用
 Type が WLIn、WLOut の場合、レベル１、２を使用
 （レベル１：上限　レベル２：下限）
例 :ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis2 2.0

 :ALARm:CHANnel<ch>:NHYSteresis2? ->  

2.000E+00

:ALARm:CHANnel<ch>:LEVel<X2>
機能 各チャネルのアラームレベルを設定 / 問い合わせし

ます。
 （指定チャネルがロジック入力以外の場合）
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:LEVel<X2> {< 電圧 >| 

<NRf>|< 電流 >}

 :ALARm:CHANnel<ch>:LEVel<X2>?

 <X2>=1、2
 Type が High、Low の場合、レベル１のみ使用
 Type が WLIn、WLOut の場合、レベル１、２を使用
 （レベル１：上限　レベル２：下限）
解説 温度の Au7Fe の設定範囲　0K ～ 280K　( -273℃～ 

7℃ )

:ALARm:CHANnel<ch>:TYPE
機能 各チャネルのアラームタイプを設定 / 問い合わせし

ます。
構文 :ALARm:CHANnel<ch>:TYPE {HIGH|LOW|OFF| 

WLIn|WLOut}

 :ALARm:CHANnel<ch>:TYPE?

:ALARm:CTIMe?
機能 最新の「チャネルアラーム状態変更」が発生した時

刻を問い合わせします。
構文 :ALARm:CTIMe? -> {<NRf>,<NRf>,<NRf>, 

<NRf>,<NRf>,<NRf>,<NRf>}

 <NRf> : 年　　　（2007 ～）
 <NRf> : 月　　　（1 ～ 12）
 <NRf> : 日　　　（1 ～ 31）
 <NRf> : 時　　　（0 ～ 23）
 <NRf> : 分　　　（0 ～ 59）
 <NRf> : 秒　　　（0 ～ 59）
 <NRf> : ミリ秒　（0 ～ 900）
解説 測定開始後、状態変化が一度も発生していない場合

は「測定開始時刻」を返します。測定を一度も開始
していない場合は不定な値が返ります。

:ALARm:HOLD
機能 アラーム発生時のアラーム出力の保持を設定 / 問い

合わせします。
構文 :ALARm:HOLD {<Boolean>}

 :ALARm:HOLD?

解説 保持 (On) の場合、アラーム状態が解除されてもア
ラーム出力は ALAR:ACK:EXEC 受信まで保持します。

:ALARm:MODE
機能 アラーム機能の動作モードを設定 / 問い合わせしま

す。
構文 :ALARm:MODE {OFF|ON}

 :ALARm:MODE?

 Off： アラーム出力しない
 On： 測定中のみアラーム検出する（保持の場 合

は測定停止しても出力状態を保持）

:ALARm:CMODe
機能 チャネルアラームの動作モードを設定 / 問い合わせ

します。
構文 :ALARm:CMODe {<Boolean>}

 :ALARm:CMOD?

解説 チャネルアラーム検出する／しないの設定をしま
す。

:ALARm:SMODe
機能 システムアラームの動作モードを設定 / 問い合わせ

します。
構文 :ALARm:SMODe {<Boolean>}

 :ALARm:SMODe?

解説 システムアラーム検出する／しないの設定をしま
す。

:ALARm:OTERminal
機能 アラーム出力端子の On/Off を設定 / 問い合わせし

ます。
構文 :ALARm:OTERminal {<Boolean>}

 :ALARm:OTERminal?

解説 Off の場合はアラームの設定・状態にかかわらず出
力端子は常に Off になります。

:ALARm:SOURce
機能 アラーム検出ソースの設定 / 問い合わせします。
構文 :ALARm:SOURce {CHANnel|SYSTem}

 :ALARm:SOURce?

解説 初期値は CHANnel です。

4.3　ALARmグループ
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:ALARm:STATus? 
機能 チャネルアラームのアラームステータスを問い合わ

せします。
構文 :ALARm:STATus?

例 :ALARm:STATus?  -> 65535

解説 :ALARm:CHANnel<ch>:CONDition? では、全チャネ
ルのステータスを取得するのにコマンドを多数発行
しなければならないため、このコマンドではビット
パターンで返します。

 返り値の MSB(Bit15) が CH1、LSB(Bit0) が CH16 を
意味し、それぞれ 1 の場合がアラーム状態であるこ
とを示します。なお、ここで言う CH1 ～ CH16 は物
理的なチャネル位置で、実際のチャネル番号とはと
は異なります。

:ALARm:SSTATus?
機能 システムアラームのステータス値を問い合わせま

す。
構文 :ALARm:SSTATus?

例 :ALARm:SSTATus?  -> 2

解説 システムステータスのビットアサインを以下に記し
ます。

ビット 名称 内容
0 ( 予約 )
1 HDD_FULL ディスクフルが発生し

た
2 FUN_STOP ファン停止が発生した
3 ( 予約 )
4 BUF_OVERRUN_HOST ホスト側（PC 側）バッ

ファオーバラン
5 BUF_OVERRUN_UNIT 本体側バッファオーバ

ラン
6 DISCONNECT ユニットが切断され

た、または、ユニット
間同期信号を失った

7、8 ( 予約 )
9 HDD_FULL_GROUP ユニットグループ内の

いずれかのユニットの
ディスクフルが発生し
た ( マスタユニットの
み発生 )

10 ～ 13 ( 予約 )
14 DISCONNECT_GROUP ユニットグループ内の

いずれかのユニットが
切断された ( マスタユ
ニットのみ発生 )

15 ( 予約 )

:ALARm:SYSTem:SOURce:BOVerrun
機能 システムアラームのバッファオーバラン検出の設定

/ 問い合わせします。
構文 :ALARm:SYSTem:SOURce:BOVerrun 

{<Boolean>}

 :ALARm:SYSTem:SOURce:BOVerrun?

:ALARm:SYSTem:SOURce:FSTop
機能 システムアラームのファンストップ検出の設定 / 問

い合わせします。
構文 :ALARm:SYSTem:SOURce:FSTop {<Boolean>}

 :ALARm:SYSTem:SOURce:FSTop?

:ALARm:SYSTem:SOURce:DFULl
機能 システムアラームのＨＤＤフル検出の設定 / 問い合

わせします。
構文 :ALARm:SYSTem:SOURce:DFULl {<Boolean>}

 :ALARm:SYSTem:SOURce:DFULl?

:ALARm:STIMe?
機能 最新の「システムアラーム状態変更」が発生した時

刻を問い合わせします。
構文 :ALARm:STIMe? -> {<NRf>,<NRf>,<NRf>, 

<NRf>,<NRf>,<NRf>,<NRf>}

 <NRf> : 年　　　（2007 ～）
 <NRf> : 月　　　（1 ～ 12）
 <NRf> : 日　　　（1 ～ 31）
 <NRf> : 時　　　（0 ～ 23）
 <NRf> : 分　　　（0 ～ 59）
 <NRf> : 秒　　　（0 ～ 59）
 <NRf> : ミリ秒　（0 ～ 900）
解説 測定開始後、状態変化が一度も発生していない場合

は「測定開始時刻」を返します。

4.3　ALARmグループ
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:CHANnel<ch>:ACCL:BIAS
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているとき、加速度センサへのバイアス電流
の供給 ON/OFF を設定 / 問い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:ACCL:BIAS {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:ACCL:BIAS?

例 :CHANNEL<ch>:ACCL:BIAS ON

 :CHANNEL<ch>:ACCL:BIAS? -> 1

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:ACCL:BWIDth
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているときのフィルタを設定 / 問い合わせま
す。

構文 :CHANnel<ch>:ACCL:BWIDth {FULL|AUTO| 

< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>:ACCL:BWIDth?

 < 周波数 > ＝ 4kHz、400Hz、40Hz
例 :CHANNEL<ch>:ACCL:BWIDTH AUTO

 :CHANNEL<ch>:ACCL:BWIDTH? -> AUTO

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:ACCL:COUPling
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているときの入力カップリングを設定 / 問い
合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:ACCL:COUPling 

{AC|DC|ACCL|GND}

 :CHANnel<ch>:ACCL:COUPling?

例 :CHANNEL<ch>:ACCL:COUPLING GND

 :CHANNEL<ch>:ACCL:COUPLING? -> GND

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:ACCL:GAIN
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているときのゲインを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:ACCL:GAIN {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:ACCL:GAIN? 

 <NRf> ＝ 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、
100

例 :CHANNEL<ch>:ACCL:GAIN 100

 :CHANNEL<ch>:ACCL:GAIN? -> 100.0

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:ACCL:SENSitivity
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているときの感度を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:ACCL:SENSitivity {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:ACCL:SENSitivity? 

 <NRf> ＝ 0.1 ～ 2000
例 :CHANNEL<ch>:ACCL:SENSITIVITY 10

 :CHANNEL<ch>:ACCL:SENSITIVITY? -> 10.00

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

CHANnel<ch>:COLor
機能 チャネルの波形色を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:COLor {<NRf>,<NRf>,<NRf>}

 :CHANnel<ch>:COLor? 

 <NRf>：「Red」の値 0 ～ 255
 <NRf>：「Green」の値 0 ～ 255
 <NRf>：「Blue」の値 0 ～ 255
例 :CHANNEL<ch>:COLor 0,255,255

 :CHANNEL<ch>:COLor?  -> 0,255,255

解説 アクイジションソフトウェアや Xviewer での波形表
示色を設定します。

:CHANnel<ch>:ACCL:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) に加速度 / 電圧モジュールを

装着しているときの上下限値の単位を設定 / 問い合
わせます。

構文 :CHANnel<ch>:ACCL:UNIT {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>:ACCL:UNIT? 

例 :CHANNEL<ch>:ACCL:UNIT "ACCL"

 :CHANNEL<ch>:ACCL:UNIT?  -> "ACCL"

解説 加速度 / 電圧モジュールを装着していないときはエ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:BWIDth
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの帯域制限を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:BWIDth {FULL| 

< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:BWIDth? 

 < 周波数 > ＝ 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:BWIDTH FULL

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:BWIDTH? -> FULL

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

4.4 CHANnel グループ

CHANnel グループは、各チャネルの垂直軸に関するグループです。
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:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:CELimination
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのチャタリング除去を設定 / 問い合わせ
ます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

CELimination{< 時間 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:CELimination? 

 < 時間 > ＝ 0 ～ 1000ms
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT: 

CELIMINATION 100ms

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:CELIMINATION?  

-> 0.100

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:COUPling
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの入力カップリングを設定 / 問い合わせ
ます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

COUPling {AC|DC}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:COUPling? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:COUPLING DC

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:COUPLING? -> DC

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:HYSTeresis
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのヒステリシスを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

HYSTeresis{HIGH|LOW|MIDDle}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:HYSTeresis? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:HYSTERESIS LOW

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:HYSTERESIS?  

-> LOW

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PRESet
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのプリセットを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PRESet {AC100v| 

AC200v|EMPichup|LOG12v|LOG24v|LOG3v| 

LOG5v|PULLup|USER|ZERO}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PRESet? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PRESET USER

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PRESET? -> USER

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PROBe
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのプローブの減衰比を設定 / 問い合わせ
ます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PROBe {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PROBe? 

 <NRf> ＝ 1, 10
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PROBE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PROBE? -> 10

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PULLup
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのプルアップの ON/OFF を設定 / 問い合
わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

PULLup {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:PULLup?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PULLUP ON

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:PULLUP? -> 1

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:SLOPe
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのスロープを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

SLOPe {FALL|RISE}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:SLOPe? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:SLOPE FALL

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:SLOPE? -> FALL

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:THReshold
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのスレショルドレベルを設定 / 問い合わ
せます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut: 

THReshold {< 電圧 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:THReshold? 

 < 電圧 > ＝ 100 ～－ 100V
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:THRESHOLD 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:THRESHOLD?   

-> 10.000E+00

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

4.4　CHANnel グループ
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:CHANnel<ch>:FREQ:INPut:VRANGe
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの電圧レンジを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:VRANGe {<電圧 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:INPut:VRANGe? 

 < 電圧 > ＝ 1 ～ 500V
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:VRANGE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:INPUT:VRANGE? -> 10

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:AVALue
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのリニアスケーリング係数 A を設定 / 問
い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:AVALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:AVALue? 

 <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:AVALUE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:AVALUE?  

->　10.0000E+00
解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに

なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:BVALue
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのリニアスケーリング係数 B を設定 / 問
い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:BVALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:BVALue? 

 <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:BVALUE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:BVALUE?   

-> 10.0000E+00

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:GETMeasure
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのリニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測
定を実行します。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale: 

GETMeasure {P1X|P2X}

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:GETMEASURE P1X

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:MODE
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのリニアスケーリングを設定 / 問い合わ
せます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale: 

MODE {AXB|OFF|P12}

 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:MODE? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:MODE OFF

 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:MODE? -> OFF

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale: 

{P1X|P1Y|P2X|P2Y}
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを

装着しているときのリニアスケーリングの
P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y 値を設定 / 問い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQLSCale:{P1X|P1Y|P2X| 

P2Y} {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:{P1X|P1Y|P2X| 

P2Y}?

 P1X、P2X の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
 P1Y、P2Y の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 25 ～ 9.9999E ＋ 25
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:P1X 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:P1X?   

-> 10.0000E+00

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのリニアスケーリング結果に付加する単
位を設定 / 問い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale: 

UNIT {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:LSCale:UNIT? 

 < 文字列 > ＝ 4 文字以内
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:UNIT "AAA"

 :CHANNEL<ch>:FREQ:LSCALE:UNIT? -> "AAA"

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:OFFSet
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのオフセット値を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:OFFSet {<NRf>| 

< 周波数 >|< 時間 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:OFFSet? 

 {<NRf>|< 周波数 >|< 時間 >} ＝レンジの設定によっ
て設定範囲が異なります。詳細は SL1000 のユーザー
ズマニュアル参照

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:OFFSET 1

 :CHANNEL<ch>:FREQ:OFFSET?  

-> 1.000000E+00

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

4.4　CHANnel グループ



4-12 IM 720320-01

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:CFRequency
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのセンター周波数を設定 / 問い合わせま
す。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

CFRequency {< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:CFRequency? 

 <NRf> ＝ 50Hz、60Hz、400Hz
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:CFREQUENCY 50

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:CFREQUENCY?   

-> 50

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DECeleration
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの減速予測の ON/OFF を設定 / 問い合わ
せます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

DECeleration {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DECeleration? 

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:DECELERATION ON

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:DECELERATION?  

-> 1

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DPULse
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの 1 パルスあたりの距離を設定 / 問い合
わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DPULse {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:DPULse? 

 <NRf> ＝ 9.9999E ＋ 30 ～－ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:DPULSE 1e15

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:DPULSE?   

-> 1.00000E+15

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:MODE
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのスムージングの ON/OFF を設定 / 問い
合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:MODE {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:MODE?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

SMOOTHING:MODE ON

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

SMOOTHING:MODE?  -> 1

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:VALue
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのスムージングの移動平均次数を設定 /
問い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:VALue {< 時間 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

SMOothing:VALue?

 {< 時間 >} ＝ 0 ～ 1000
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

SMOOTHING:VALUE 10ms

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

SMOOTHING:VALUE? -> 0.0100

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:MODE
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのパルス平均の ON/OFF を設定 / 問い合
わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:MODE {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:MODE?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

PAVERAGE:MODE ON

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

PAVERAGE:MODE? -> 1

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:VALue
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのパルス平均を行う回数を設定 / 問い合
わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:VALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FILTer: 

PAVerage:VALue?

 <NRf> ＝ 1 ～ 4096
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

PAVERAGE:VALUE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FILTER: 

PAVERAGE:VALUE? -> 10

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

4.4　CHANnel グループ
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:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FUNCtion
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの測定モードを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

FUNCtion{FREQuency|RPM|RPS|PERiod| 

DUTY|PWIDth|PINTeg|VELocity}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:FUNCtion?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP: 

FUNCTION FREQUENCY

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:FUNCTION?   

-> FREQUENCY

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:LRESet
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのオーバーリミットリセットを設定 / 問
い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

LRESet{<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:LRESet?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:LRESET ON

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:LRESET? -> 1

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:MPULse
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの測定パルスの上向き (positive)/ 下向き
(negative) を設定 / 問い合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

MPULse{POSitive|NEGative}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:MPULse?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:MPULSE POSITIVE

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:MPULSE?  

-> POSITIVE

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:PROTate
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの 1 回転あたりのパルス数を設定 / 問い
合わせます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:PROTate {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:PROTate? 

 <NRf> ＝ 1 ～ 99999
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:PROTATE 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:PROTATE? -> 10

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:RESet
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのパルスカウントリセットを実行しま
す。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:RESet

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:RESET

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:STOPpredict
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの停止予測の ON/OF を設定 / 問い合わ
せます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:STOPpredict 

{<NRf>|OFF}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:STOPpredict? 

 <NRf> ＝ 1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:STOPPREDICT OFF

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:STOPPREDICT?  

-> OFF

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:TUNit
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときの時間単位を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup: 

TUNit {HOUR|MIN|SEC}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:TUNit?

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:TUNIT SEC

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:TUNIT? -> SEC

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着し

ているときのパルス積算の単位を設定 / 問い合わせ
ます。

構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UNIT {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UNIT?

 < 文字列 > ＝ 4 文字以内
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:UNIT "AAA"

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:UNIT? -> "AAA"

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

4.4　CHANnel グループ
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:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UPULse
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着して

いるときの単位 / パルスを設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UPULse {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:UPULse?

 <NRf> ＝ 9.9999E ＋ 30 ～－ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:UPULSE 1e15

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:UPULSE?   

-> 1.00000E+15

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:SETup:VUNit
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着して

いるときの速度の単位を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:VUNit {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:SETup:VUNit?

 < 文字列 > ＝ 4 文字以内
例 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:VUNIT "BBB"

 :CHANNEL<ch>:FREQ:SETUP:VUNIT? -> "BBB"

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:FREQ:VDIV
機能 チャネル ( スロット ) に周波数モジュールを装着して

いるときの Value/Div を設定 / 問い合わせます。
構文 :CHANnel<ch>:FREQ:VDIV {<NRf>|< 周波数 >| 

< 時間 >}

 :CHANnel<ch>:FREQ:VDIV?

 {<NRf>|< 周波数 >|< 時間 >} ＝詳細は SL1000 のユー
ザーズマニュアル参照

例 :CHANNEL<ch>:FREQ:VDIV 10

 :CHANNEL<ch>:FREQ:VDIV? -> 10.0E+00

解説 周波数モジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:STRain:BALance: 

CHANnel<ch>
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着して

いるときのバランスを実行するチャネルを設定 / 問い
合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:BALance: 

CHANnel<ch>{<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:STRain:BALance:CHANnel?

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:BALANCE:CHANNEL<ch> 

ON

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:BALANCE: 

CHANNEL<ch>? -> 1

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:BALance:EXECute
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのバランスを実行します。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:BALance:EXECute

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:BALANCE:EXECUTE

解説 ・ 「:CHANnel<ch>:STRain:BALance:CHANnel<ch>」
コマンドで「ON」に設定されているチャネルに
ついて実行します。

 ・ ひずみモジュールを装着していないときは、エ
ラーになります。

:CHANnel<ch>:STRain:BWIDth
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのフィルタを設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:BWIDth {FULL| 

< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>:STRain:BWIDth?

 < 周波数 > ＝ 10Hz、100Hz、1kHz
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:BWIDTH FULL

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:BWIDTH? -> FULL

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:EXCitation
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのブリッジ電圧を設定 / 問い合わせしま
す。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:EXCitation {<電圧 >}

 :CHANnel<ch>:STRain:EXCitation?

 < 電圧 > ＝ 2V、5V、10V
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:EXCITATION 2V

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:EXCITATION?  

-> 2.000000E+00

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:GFACtor
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのゲージ率を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:GFACtor {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:STRain:GFACtor?

 <NRf> ＝ 1.90 ～ 2.20
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:GFACTOR 2.00

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:GFACTOR? -> 2.00

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。
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:CHANnel<ch>:STRain:INVert
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときの反転表示する (ON)/ しない (OFF) を設
定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:INVert {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:STRain:INVert?

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:INVERT ON

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:INVERT? -> 1

解説 ひずみモジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:AVALue
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのスケーリング係数 A を設定 / 問い合わ
せします。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

AVALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:AVALue?

 <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:AVALUE 10

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:AVALUE?  

-> 10.0000E+00

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:BVALue
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのオフセット値 B を設定 / 問い合わせし
ます。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

BVALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:BVALue?

 <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:BVALUE 5

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:BVALUE?  

-> 5.00000E+00

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

DISPlaytype:MODE
機能 リニアスケーリング使用時の表示形式を設定 / 問い

合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:DISPlaytype: 

MODE {EXPonent|FLOating}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:DISPlaytype: 

MODE?

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:DISPLAYTYPE: 

MODE EXPONENT

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:DISPLAYTYPE: 

MODE? -> EXPONENT

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum
機能 リニアスケーリング使用時の表示形式が Float 時の

小数点位置を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum {<NRf>|AUTO}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum?

 <NRf> ＝ 0 ～ 3
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:DECIMALNUM AUTO

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:DECIMALNUM? -> AUTO

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:GETMeasure
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのリニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測
定を実行します。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

GETMeasure {P1X|P2X}

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE: 

GETMeasure P1X

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:MODE
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのリニアスケーリングの設定方式を設定
/ 問い合わせします。(SHUNt はひずみモジュール
(DSUB、シャント CAL 対応 ) だけ設定可 )

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:MODE {AXB| 

OFF|P12|SHUNt}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:MODE?

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:MODE AXB

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:MODE?  

-> AXB

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。
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:CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

{P1X|P1Y|P2X|P2Y}
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを

装着しているときのリニアスケーリングの
P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y 値を設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

{P1X|P1Y|P2X|P2Y} {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

{P1X|P1Y|P2X|P2Y}?

 P1X、P2X の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E
＋ 30

 P1Y、P2Y の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 25 ～ 9.9999E
＋ 25

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:P1X 10

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:P1X?  

-> 10.0000E+00

解説 ひずみモジュールを装着していないときはエラーに
なります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:SHUNt
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのシャントキャリブレーションを実行し
ます。( ひずみモジュール (DSUB、シャント CAL 対応 )
だけ )

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:SHUNt

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:SHUNT

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:LSCale:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときのリニアスケーリングの結果に付加する
単位を設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale: 

UNIT {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>:STRain:LSCale:UNIT?

 < 文字列 > ＝ 4 文字以内
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:UNIT "X"

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:LSCALE:UNIT? -> "X"

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:RANGe
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときの測定レンジを設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:RANGe {<NRf>}

 :CHANnel<ch>:STRain:RANGe?

 <NRf> ＝ 0.25、0.5、1、2.5、5、10(mV/V 時 )
 500、1000、2000、5000、10000、20000(mSTR 時 )
例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:RANGE 5000

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:RANGE? -> 5000

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:STRain:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) にひずみモジュールを装着し

ているときの単位を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>:STRain:UNIT {MV|USTR}

 :CHANnel<ch>:STRain:UNIT?

例 :CHANNEL<ch>:STRAIN:UNIT USTR

 :CHANNEL<ch>:STRAIN:UNIT? -> USTR

解説 ひずみモジュールを装着していないときは、エラー
になります。

:CHANnel<ch>:TEMPerature:BURNout
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときのバーンアウトを検知する /
しないを設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature: 

BURNout {<Boolean>}

例 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:BURNOUT ON

 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:BURNOUT? -> 1

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。

:CHANnel<ch>:TEMPerature:BWIDth
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときの帯域制限を設定 / 問い合わ
せします。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature:BWIDth {FULL| 

< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>:TEMPerature:BWIDth?

 < 周波数 > ＝ 2、8、30(Hz)
例 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:BWIDTH 2.0HZ

 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:BWIDTH?  

-> 2.0E+00

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。

:CHANnel<ch>:TEMPerature:COUPling
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときの入力カップリングを設定 /
問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature: 

COUPling {TC|DC|GND}

 :CHANnel<ch>TEMPerature:COUPling?

例 :CHANNEL<ch>:TEMPerature:COUPlING DC

 :CHANNEL<ch>:TEMPerature:COUPlING?  

-> DC

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。
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:CHANnel<ch>:TEMPerature:RJC
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときの RJC を設定 / 問い合わせし
ます。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature: 

RJC {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>:TEMPerature:RJC?

例 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:RJC ON

 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:RJC? -> 1

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。

:CHANnel<ch>:TEMPerature:TYPE
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときの使用する熱電対の種類を設
定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature:TYPE {K|E|J|T| 

L|U|N|R|S|B|W|Au7fe}

 :CHANnel<ch>:TEMPerature:TYPE?

例 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:TYPE K

 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:TYPE? -> K

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。

:CHANnel<ch>:TEMPerature:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) に温度 / 高精度電圧モジュー

ルを装着しているときの単位を設定 / 問い合わせし
ます。

構文 :CHANnel<ch>:TEMPerature:UNIT {C|K}

 :CHANnel<ch>:TEMPerature:UNIT?

例 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:UNIT C

 :CHANNEL<ch>:TEMPERATURE:UNIT? -> C

解説 温度 / 高精度電圧 / ユニバーサルモジュールを装着
していないときは、エラーになります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:BWIDth
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときの帯域制限を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:BWIDth {FULL| 

< 周波数 >}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:BWIDth?

 < 周波数 > ＝ 500Hz、5kHz、50kHz、500kHz ( モジュー
ルが 701250/701255 のとき )

 400Hz、4kHz、40kHz( モジュールが 701251 のとき )
 2Hz、8Hz、30Hz( モジュールが 701265 のとき )
 100Hz、1kHz、10kHz( モジュールが 701267 のとき )
 4kHz、400Hz、40Hz( モジュールが 701261、カップ

リング TC 以外のとき )
 Auto、4kHz、400Hz、40Hz( モジュールが 701262、カッ

プリング TC 以外のとき )
 2MHz, 1.28MHz, 640kHz, 160kHz, 80kHz, 40kHz, 

20kHz, 10kHz ( モジュールが 720210 のとき )
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:BWIDTH FULL

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:BWIDTH? -> FULL

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:COUPling
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときの入力カップリングを設定 / 問い合わせし
ます。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:COUPling {AC|DC| 

GND|ACRMS|DCRMS|TC}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:COUPling?

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:COUPlING DC

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:COUPlING?  -> DC

解説 ・ 電圧モジュールを装着していないときは、エラー
になります。

 ・ 「TC」設定可能なモジュール  
701265 / 701261 / 701262

 ・ 「DCRMS」「ACRMS」設定可能モジュール
  70160
 ・ 「AC」設定が不可能なモジュール  

701265

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:INVert
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときの反転表示をする (ON)/ しない (OFF) を設
定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]: 

INVert {<Boolean>}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:INVert?

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:INVERT ON

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:INVERT? -> 1

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。
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:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:BVALue
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときのリニアスケーリングのオフセット値 B を
設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

BVALue {<NRf>}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:BVALue?

 <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:BVALUE 10

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:BVALUE?  

-> 10.0000E+00

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:MODE
機能 リニアスケーリング使用時の表示形式を設定 / 問い

合わせします。
構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:MODE {EXPonent|FLOating}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:MODE?

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:MODE EXPONENT

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:MODE? -> EXPONENT

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum
機能 リニアスケーリングを使用している場合で、表示形

式が Float のときの小数点位置を設定 / 問い合わせ
します。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum {<NRf>|AUTO}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:DECimalnum?

 <NRf> ＝ 0 ～ 3
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:DECIMALNUM AUTO

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:DECIMALNUM? -> AUTO

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:SUBunit
機能 リニアスケーリング使用時の表示形式が Float 時の

補助単位を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:SUBunit {AUTO|NONE|PICO| 

NANO|MICRo|MILI|KILO|MEGA|GIGA|TERA}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

DISPlaytype:SUBunit?

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:SUBUNIT AUTO

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE: 

DISPLAYTYPE:SUBUNIT? -> AUTO

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

GETMeasure
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときのリニアスケーリングの P1:X|P2:X 値測定
を実行します。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

GETMeasure {P1X|P2X}

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:GETMeasure P1X

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:MODE
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときのリニアスケーリング機能を設定 / 問い合
わせ

します。
構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

MODE {AXB|OFF|P12}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:MODE?

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:MODE AXB

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:MODE?  

-> AXB

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。
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:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

{P1X|P1Y|P2X|P2Y}
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着してい

るときのリニアスケーリングの P1:X|P1:Y|P2:X|P2:Y
値を設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:{P1X|P1Y| 

P2X|P2Y} {<NRf>}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:{P1X|P1Y| 

P2X|P2Y}?

 P1X、P2X の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E
＋ 30

 P1Y、P2Y の <NRf> ＝－ 9.9999E ＋ 25 ～ 9.9999E
＋ 25

例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:P1X 10

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:P1X?  

-> 10.0000E+00

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:UNIT
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときのリニアスケーリング結果に付加する単位
を設定 / 問い合わせします。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale: 

UNIT {< 文字列 >}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:LSCale:UNIT?

 < 文字列 > ＝ 4 文字以内
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:UNIT "RPM"

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:LSCALE:UNIT?  

-> "RPM"

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:PROBe
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときのプローブの種類を設定 / 問い合わせしま
す。

構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]: 

PROBe {<NRf>|C10|C100}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:PROBe?

 <NRf> ＝ 1,10,100,1000
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:PROBE 10

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:PROBE? -> 10

解説 ・ 電圧モジュールを装着していないときは、エラー
になります。

 ・ モジュール 701265/701261/701262 には設定 / 問
い合わせができません。

 ・ 初期値は 10（701267 は 1）です。

:CHANnel<ch>[:VOLTage]:VDIV
機能 チャネル ( スロット ) に電圧モジュールを装着して

いるときの V/div 値を設定 / 問い合わせします。
構文 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:VDIV {< 電圧 >| 

< 電流 >}

 :CHANnel<ch>[:VOLTage]:VDIV?

 < 電圧 > ＝ 5mV ～ 20V(M701250/M701255、プロー
ブの減衰比 1:1 時 )

 1mV ～ 20V( モジュールが 701251、プローブの減衰
比 1:1 のとき )

 20mV ～ 200V( モジュールが 701267)
 0.1mV ～ 10V( モジュールが 701265 のとき )
 5mV ～ 20V( モジュールが 701261/701262 のとき )
 10mV ～ 20V( モジュールが 720210 のとき )
例 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:VDIV 5V

 :CHANNEL<ch>:VOLTAGE:VDIV? -> 5.000E+00

解説 電圧モジュールを装着していないときは、エラーに
なります。

4.4　CHANnel グループ
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4.5 GONogo グループ

GONogo グループは、GO/NO-GO 判定に関するグループです。測定モードがトリガモードの場合にのみ有効です。
同期運転時は GO/NO-GO 判定機能は使用できません。

:GONogo:ACTion:SAVE[:MODE]
機能 実行条件成立時にストレージメディアに波形データ

を保存する / しないを設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:ACTion:SAVE[:MODE] {<Boolean>}

 :GONogo:ACTion:SAVE[:MODE]?

例 :GONOGO:ACTION:SAVE:MODE OFF

 :GONOGO:ACTION:SAVE:MODE? -> 0

解説 メディアの種類の設定 / 問い合わせは
「:FILE:DIRECTORY:DRIVE」で行います。

:GONogo:ACTion:SAVE:TYPE
機能 実行条件成立したとき、ストレージメディアに波形

データを保存するときのデータタイプを設定 / 問い
合わせします。

構文 :GONogo:ACTion:SAVE:TYPE {ASCii|BINary| 

FLOat}

 :GONogo:ACTion:SAVE:TYPE?

例 :GONOGO:ACTION:SAVE:TYPE ASCII

 :GONOGO:ACTION:SAVE:TYPE? -> ASCII

:GONogo:AREA
機能　 判定する波形エリアを設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:AREA  {CURSor|FULL}
 :GONogo:AREA?

例 :GONOGO:AREA FULL

 :GONOGO:AREA? -> FULL

:GONogo:COUNt?
機能 実際に行った GO/NO-GO の判定回数を問い合わせ

ます。
構文 :GONogo:COUNt?

例 :GONOGO:COUNT? -> 10

:GONogo:LOGic
機能 GO/NO-GO 判定の論理を設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:LOGic {AND|OR}

 :GONogo:LOGic?

例 :GONOGO:LOGIC AND

 :GONOGO:LOGIC? -> AND

:GONogo:MODE
機能 GO/NO-GO 判定の種類を設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:MODE {OFF|PARameter}

 :GONogo:MODE?

例 :GONOGO:MODE PARAMETER

 :GONOGO:MODE? -> PARAMETER

解説 同期運転時は OFF に設定してください。

:GONogo:ACONdition
機能 GO/NO-GO 判定の動作の基準を設定 / 問い合わせし

ます。
構文 :GONogo:ACONdition {ALWays|FAILure| 

SUCCess}

 :GONogo:ACONdition?

例 :GONOGO:ACONDITION FAILURE

 :GONOGO:ACONDITION -> FAILURE

:GONogo:ACTion:BUZZer
機能 実行条件成立時にビープ音を鳴らすか鳴らさないか

を設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:ACTion:BUZZer {<Boolean>}

 :GONogo:ACTion:BUZZer?

例 :GONOGO:ACTION:BUZZER OFF

 :GONOGO:ACTION:BUZZER?-> 0

:GONogo:ACTion:MAIL:ADDRess
機能 実行条件成立時のメール送信先アドレスを設定 / 問

い合わせします。
構文 :GONogo:ACTion:MAIL:ADDRess {< 文字列 >}

 :GONogo:ACTion:MAIL:ADDRess "yoko@

yokogawa.jp.com"

 :GONogo:ACTion:MAIL:ADDRess?　-> "yoko@

yokogawa.jp.com"

解説 イーサネットインタフェース ( オプション ) 搭載時
に使用できます。

:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt
機能 実行条件成立時のメール送信回数の上限を設定 / 問

い合わせします。
構文 :GONogo:ACTion:MAIL:COUNt {<NRf>}

 :GONogo:ACTion:MAIL:COUNt?

 <NRf> ＝ 1 ～ 100
例 :GONOGO:ACTION:MAIL:COUNT 100

 :GONOGO:ACTION:MAIL:COUNT?-> 100

解説 イーサネットインタフェース ( オプション ) 搭載時
に使用できます。

:GONogo:ACTion:MAIL:MODE
機能 実行条件成立時にメールで送信する / しないを設定

/ 問い合わせします。
構文 :GONogo:ACTion:MAIL:MODE {<Boolean>}

 :GONogo:ACTion:MAIL:MODE?

例 :GONOGO:ACTION:MAIL:MODE OFF

 :GONOGO:ACTION:MAIL:MODE?-> 0

解説 イーサネットインタフェース ( オプション ) 搭載時
に使用できます。
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:GONogo:NGCount?
機能 GO/NO-GO 判定の NO-GO 回数を問い合わせます。
構文 :GONogo:NGCount?

例 :GONOGO:NGCOUNT? -> 10

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe?
機能 パラメータ判定の各波形パラメータが NO-GO の原

因かそうでないかを問い合わせます。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe?

 ITEM<x> の <x> ＝ 1 ～ 16
例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CAUSE? -> 1

解説 波形パラメータが NO-GO の原因の場合は「1」、そ
うでない場合は「0」が返されます。

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE
機能 パラメータ判定の各波形パラメータの OFF と判定基

準を設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE {OFF|IN| 

OUT}

 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE?

 ITEM<x> の <x> ＝ 1 ～ 16
例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:MODE IN

 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:MODE? -> IN

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:PARam?
機能　 各波形パラメータの自動測定項目を問い合わせしま

す。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:PARam?

例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:PARAM? -> AVER

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe
機能 パラメータ判定の各波形パラメータの自動測定対象

波形のチャネル番号を設定 / 問い合わせします。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe {<NRf>}

 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe?

 ITEM<x> の <x> ＝ 1 ～ 16
 <NRf> ＝ 1 ～ 1024
例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TRACE 1

 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TRACE? -> 1

4.5　GONogo グループ

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:< パラ
メータ >
機能 各波形パラメータの自動測定項目の上下限値を設定

/ 問い合わせします。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE: 

< パラメータ >{<{ 電圧 |DONTcare}>, 

<{ 電圧 |DONTcare}>|<{ 電流 |DONTcare}, 

<{ 電流 |DONTcare}>| <{ 時間 |DONTcare}, 

<{ 時間 |DONTcare}>| <{ 周波数 |DONTcare}>, 

<{ 周波数 |DONTcare}>|<{<NRf>|DONTcare}>, 

<{<NRf>|DONTcare}>}

 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメー
タ >?

 ITEM<x> の <x> ＝ 1 ～ 16
 < パラメータ > ＝ {AMPLitude|AVERage|AVGFreq| 

AVGPeriod|BWIDth1|BWIDth2|DELay|
 DUTYcycle|FALL|FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum| 

MIDDle|MINimum|NOVershoot|NWIDth|PERiod| 
PNUMber|POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS| 
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|XY2Integ}

 < 電圧 >、< 電流 >、< 時間 >、< 周波数 >、<NRf>
＝ SL1000 ユーザーズマニュアル参照

例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE 

100MV,-100MV

 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE?  

-> 100.000E-03,-100.000E-03

解説 このコマンドで設定を行ったパラメータ以外の問い
合わせはできません。

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue?
機能 パラメータ判定の各波形パラメータの自動測定値を

問い合わせます。
構文 :GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue?

 ITEM<x> の <x> ＝ 1 ～ 16
例 :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:VALUE?  

-> 50.000000E+00

解説 モードが OFF など測定不可能な場合は、「NAN」( 非
数 ) が返されます。

:GONogo:RSTatus?
機能　 最新の GO/NO-GO 判定結果を問い合わせします。
構文 GONogo:RSTatus?

例 GONogo:RSTatus?　-> 0

解説 GO の場合「0」、NO-GO の場合「1」が返ります。
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:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:UNIT
機能 ディスタル、メシアル、プロキシマル点を設定 / 問

い合わせします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal: 

UNIT {< 電圧 >,< 電圧 >,< 電圧 >|< 電流 >, 

< 電流 >,< 電流 >|<NRf>,<NRf>,<NRf>}

 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:UNIT? 

 CHANnel<ch> のとき：< 電圧 >、< 電流 >、<NRf>
＝レンジやオフセットなどの設定によって、設定範
囲が異なります。詳細は SL1000 ユーザーズマニュ
アル参照。

  ({< プロキシマル >,< メシアル >,< ディスタル >} の
順 )

例 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL: 

UNIT -50V,0V,50V

 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:UNIT?  

-> -50.000E+00,0.0E+00,50.000E+00

:MEASure:CHANnel<ch>:METHod
機能 High、Low 点を設定 / 問い合わせします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:METHod {AUTO| 

MAXMin}

 :MEASure:CHANnel<ch>:METHod?

例 :MEASURE:CHANNEL1:METHOD AUTO

 :MEASURE:CHANNEL1:METHOD? -> AUTO

:MEASure:CHANnel<ch>:<パラメータ >:STATe
機能 各波形の各波形パラメータ ( 測定項目 ) の ON/OFF

を 1 つずつ設定 / 問い合わせします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:< パラメータ >: 

STATe {<Boolean>}

 :MEASure:CHANnel<ch>:<パラメータ >:STATe? 

 < パラメータ > ＝ {AMPLitude|AVERage|AVGFreq| 
AVGPeriod|BWIDth1|BWIDth2|DUTYcycle|FALL| 
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MIDDle| 
MINimum|NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber| 
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|SDEViation| 
TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|XY2Integ}

例 :MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE ON

 :MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE? -> 1

:MEASure:AREA
機能　 波形パラメータを自動測定する波形エリアを設定 /

問い合わせします。
構文 MEASure:AREA {CURSor|FULL}

 MEASure:AREA?

解説 FULL を指定した場合は対象ヒストリ波形のメモリ
の全範囲が演算の対象になり、CURSor を指定した
場合は MEASsire:CRANge の設定範囲が演算の対象
になります。

:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:MODE
機能 ディスタル、メシアル、プロキシマル点のモードを

設定 / 問い合わせします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal: 

MODE {PERCent|UNIT}

 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:MODE?

例 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL: 

MODE PERCENT

 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:MODE?  

-> PERCENT

:MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal:PERCent
機能 ディスタル、メシアル、プロキシマル点を％で設定

/ 問い合わせします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal: 

PERCent {<NRf>,<NRf>,<NRf>}

 :MEASure:CHANnel<ch>:DPRoximal: 

PERCent? 

 <NRf> ＝ 0 ～ 100(％、0.1 ステップ ) 
  ({< プロキシマル >,< メシアル >,< ディスタル >} の

順 )
例 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL: 

PERCENT 40,60,80

 :MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:PERCENT?  

-> 40.0,60.0,80.0

4.6 MEASure グループ

MEASure グループは、波形パラメータの自動測定に関するグループです。測定モードがトリガモードの場合にのみ有効です。
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:MEASure:CHANnel<ch>:< パラメータ >: 

VALue?
機能 各波形の各波形パラメータの自動測定値を問い合わ

せします。
構文 :MEASure:CHANnel<ch>:< パラメータ >: 

VALue? {<NRf>}

 <NRf> ＝ 1 ～ 48000
 < パラメータ > ＝ {AMPLitude|AVERage|AVGFreq| 

AVGPeriod|BWIDth1|BWIDth2|DUTYcycle|FALL| 
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MIDDle| 
MINimum|NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber| 
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|SDEViation| 
TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|XY2Integ}

例 :MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE? -> 

115.95507E-03

解説 測定不可能な場合は、「NAN(Not A Number)」が返
されます。最後に付く「<NRf>」は、統計処理を実
行してから「<NRf>」回数目の個々のパラメータ値
を問い合わせるときに使用します。該当回数目の値
が存在しない場合は、「NAN(Not A Number)」が返
されます。

 <NRf> は省略可能です。省略した場合は、ヒスト
リメモリ内の最新波形パラメータ値を問い合わせま
す。<NRf> を付けた場合は、ヒストリメモリ内の最
新波形から <NRf> 番目に古い波形のパラメータ値を
問い合わせます。

:MEASure:CRANge
機能 波形パラメータ測定の範囲を設定 / 問い合わせしま

す。
構文 :MEASure:CRANge  {<NRf>,<NRf>}

 :MEASure:CRANge?

 <NRf> = 0 ～ 134217728

:MEASure:MODE
機能 波形パラメータの自動測定モードを設定 / 問い合わ

せします。
構文 :MEASure:MODE {OFF|ON}

 :MEASure:MODE?

例 :MEASURE:MODE ON

 :MEASURE:MODE? -> ON

:MEASure:WAIT?
機能 タイムアウト付きで、波形パラメータの自動測定実

行の終了を待ちます。
構文 :MEASure:WAIT? {<NRf>}

 <NRf> ＝ 1 ～ 36000( タイムアウト時間、100ms 単位 )
例 :MEASURE:WAIT? 100 -> 1

解説 ・ タイムアウト時間内に自動測定の実行が終了する
と「0」、終了してないか自動測定が行われていな
い場合は「1」を返します。

 ・ タイムアウト時間を長く設定しても自動測定実行
が終了した時点で「0」を返します。

4.6　MEASure グループ
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:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

LEVel<X>
機能 コンビネーショントリガ時の各チャネルのトリガレ

ベルを設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

LEVel<X> {< 電圧 >|<NRf>|< 電流 >}

 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

LEVel<X>?

 LEVel<X> の <X>=1、2
 Type が RISE|FALL|HIGH|LOW|BISLope の場合、1 の

み使用
 Type が WLIn|WLOut|WINIn|WINOut の場合、1、2

を使用
　　　 （1：上限　2：下限）
例 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

LEVEL1 0V

 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

LEVEL1? -> 0.0E+00

解説 設定範囲は TRIGger[:SIMPle]:LEVel の解説を参照。

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>:TYPE
機能 コンビネーショントリガ時の各チャネルのトリガタ

イプを設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

TYPE  {OFF|RISE|FALL|HIGH|LOW|BISLope| 

WLIn|WLOut|WINIn|WINOut}

 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>:TYPE?

例 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

TYPE LOW

 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>:TYPE?  

-> LOW

:TRIGger:COMBination:EXTernal:TYPE
機能 コンビネーショントリガ時の外部トリガのタイプを

設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:COMBination:EXTernal: 

TYPE {OFF|RISE|FALL|HIGH|LOW}

 :TRIGger:COMBination:EXTernal:TYPE?

例 :TRIGGER:COMBINATION:EXTERNAL:TYPE RISE

 :TRIGGER:COMBINATION:EXTERNAL:TYPE?  

-> RISE

:TRIGger:COMBination:MODE
機能 コンビネーショントリガのコンビネーションモード

を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:COMBination:MODE {AND|OR}

 :TRIGger:COMBination:MODE?

例 :TRIGGER:COMBINATION:EXTERNAL:MODE OR

 :TRIGGER:COMBINATION:EXTERNAL:MODE?  

-> OR

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

COMBination
機能 コンビネーショントリガ時の指定チャネル内の各

ビットのトリガの AND/OR を設定 / 問い合わせしま
す。

構文 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

COMBination {AND|OR}

 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

COMBination?

例 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

COMBINATION AND

 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

COMBINATION? -> AND

:TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

HYSTeresis<X>
機能 コンビネーショントリガ時の指定チャネルのトリガ

ヒステリシスを設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

HYSTeresis<X> {HIGH|LOW|MIDDLE}

 :TRIGger:COMBination:CHANnel<ch>: 

HYSTeresis<X>?

 HYSTeresis<X> の <X>=1、2
 Type が RISE|FALL|HIGH|LOW|BISLope の場合、1 の

み使用
 Type が WLIn|WLOut|WINIn|WINOut の場合、1、2

を使用
　　　 （1：上限　2：下限）
例 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

HYSTERESIS2 HIGH

 :TRIGGER:COMBINATION:CHANNEL<ch>: 

HYSTERESIS? -> HIGH

4.7 TRIGger グループ

　TRIGger グループは、トリガに関するグループです。測定モードがトリガモードの場合にのみ有効です。
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:TRIGger:DELay
機能 ディレイ ( トリガ点からトリガポジションまでの時

間 ) を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:DELay {< 時間 >}

 :TRIGger:DELay?

 < 時間 > = 0 ～ 10s  
例 :TRIGGER:DELAY 2US

 :TRIGGER:DELAY? -> 2.00000E-06

解説 分解能はサンプルレートに依存します。(0.1/ サンプ
ルレート )

 ただし、最小設定分解能は 10nsec（すなわち、サ
ンプルレートが 10MS/s より高い場合設定分解能は
10nsec）となります。

 外部クロックのときは 0 固定です。

:TRIGger:HOLDoff:TIME
機能 トリガホールドオフ時間を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:HOLDoff:TIME {< 時間 >}

 :TRIGger:HOLDoff:TIME? 

 < 時間 > = 0 ～ 10s　( 分解能 10ns)
例 :TRIGGER:HOLDOFF:TIME 500NS

 :TRIGGER:HOLDOFF:TIME? -> 500.000E-09

4.7　TRIGger グループ

:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis
機能 シンプルトリガのヒステリシスを設定 / 問い合わせ

します。
構文 :TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis {HIGH|LOW| 

MIDDle}

 :TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis?

例 : TRIGGER:SIMPLE:HYSTERESIS MIDDLE

 :TRIGGER:SIMPLE:HYSTERESIS? -> MIDDLE

解説 トリガソースが「EXTernal」「LINE」「TIME」の場合
は設定 / 問い合わせできません。

:TRIGger[:SIMPle]:LEVel
機能 シンプルトリガの「:TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で指

定しているチャネルを設定 / 問い合わせします
構文 :TRIGger[:SIMPle]:LEVel {< 電圧 >|<NRf>| 

< 電流 >}

 :TRIGger[:SIMPle]: LEVel?

例 :TRIGGER:SIMPLE:LEVEL 0V

 :TRIGGER:SIMPLE:LEVEL? -> 0.0E+00

解説 トリガソースが「EXTernal」、「LINE」、「TIME」のと
きは、設定 / 問い合わせできません。

 設定範囲は次表参照。
 トリガレベル設定範囲と分解能一覧

入力 設定範囲 設定分解能
電圧 ± (V/div) × 10 V/div 設定値の 1/100

例 1V/div 時　0.01V
500mV/div 時　0.005V
200mV/div 時　0.002V

温度 各タイプの測定範
囲

0.1 (C、K、F 全て )

ひずみ ± ( 測定可能範囲 ) 1mSTR
0.0005 mV/V

加速度 ×0.1±100000 unit
× 0.2 ± 50000 unit
× 0.5 ± 20000 unit
× 1   ± 10000 unit
× 2   ± 5000 unit
× 5   ± 2000 unit
× 10  ± 1000 unit
× 20  ± 500 unit
× 50  ± 200 unit
× 100 ± 100 unit

0.01 unit

周波数
（701280）

± (V/div) × 10 0.0005div または 
0.001div 相当ただし最
小 0.001Hz
例 1Hz/div 時　0.001Hz
2Hz/div 時　0.002Hz
5Hz/div 時　0.005Hz
10Hz/div 時　0.005Hz

RPM（701280）± (V/div) × 10 0.0005div または
0.001div 相当
例 1000rpm/div 時 
0.5rpm
2000rpm/div 時 2rpm
5000rpm/div 時 5rpm

RPS（701280） ± (V/div) × 10 0.0005div または
0.001div 相当
例 1rps/div 時 0.5mrps
2rps/div 時 0.002rps
5rps/div 時 0.005rps
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入力 設定範囲 設定分解能
周期（701280）± (V/div) × 10 0.0005div または

0.001div 相当
例 1msec/div 時 0.5usec
2msec/div 時 2msec
5msec/div 時 5msec

Duty（701280）± (V/div) × 10 0.001div 相当
1%/div 時　0.001%
2%/div 時　0.002%
5%/div 時　0.005%

電源周波数
（701280）

中心周波数 ± (V/
div) × 10

2Hz/div 時　0.002Hz
1Hz/div 時　0.001Hz
0.5Hz/div 時　0.001Hz
0.2Hz/div 時　0.001Hz
0.1Hz/div 時　0.001Hz

パルス幅
（701280）

± (V/div) × 10 0.0005div または
0.001div 相当
例 1msec/div 時 0.5msec
2msec/div 時 2msec
5msec/div 時 5msec

積算（701280）± (V/div) × 10 Float 設定
速度（701280）± (V/div) × 10 Float 設定

:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe
機能 シンプルトリガの「:TRIGger[:SIMPle]:SOURce」で指

定しているチャネルのトリガタイプを設定 / 問い合
わせします。

構文 :TRIGger[:SIMPle]:SLOPe {OFF|RISE|FALL| 

BISLope}

 :TRIGger[:SIMPle]:SLOPe?

例 :TRIGGER:SIMPLE:SLOPE RISE

 :TRIGGER:SIMPLE:SLOPE? -> RISE

解説 トリガソースが「EXTernal」「LINE」「TIME」の場合
は設定／問い合わせできません。

:TRIGger:SIMPle:SOURce
機能 シンプルトリガのトリガソースを設定 / 問い合わせ

します。
構文 :TRIGger:SIMPle:SOURce {<NRf>|EXTernal| 

LINE|OFF|TIME}

 :TRIGger:SIMPle:SOURce?

例 :TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1

 :TRIGGER:SIMPLE:SOURCE? -> 1

解説 :TRIGger:SIMPle コマンドのう
ち、:TRIGger:SIMPle:SOURce コマンドだけは「:SIMPle」
を省略できません。

 同期運転時にトリガソース対象外のユニットは OFF 
を設定してください。

:TRIGger:TIMer:DATE
機能 時刻トリガのトリガ日付を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:TIMer:DATE < 文字列 >

 :TRIGger:TIMer:DATE?

 < 文字列 > = YYYY/MM/DD
 「年」の設定範囲　2000 ～ 2099
例 :TRIGGER:TIMER:DATE "2007/12/04"

 :TRIGGER:TIMER:DATE? -> "2007/12/04"

:TRIGger:TIMer:INTerval
機能 時刻トリガのトリガ時間間隔を設定 / 問い合わせし

ます。
構文 :TRIGger:TIMer:INTerval {MIN1| 

MIN2|MIN3|MIN4|MIN5|MIN6|MIN7|MIN8|MIN

9|MIN10|MIN15|MIN20|MIN9|MIN10|MIN15| 

MIN20|MIN25|MIN30|MIN40|MIN45|MIN50| 

HOUR1|HOUR2|HOUR3|HOUR4|HOUR5|HOUR6| 

HOUR7|HOUR8|HOUR9|HOUR10|HOUR11| 

HOUR12|HOUR18|HOUR24}

 :TRIGger:TIMer:INTerval?

例 :TRIGGER:TIMER:INTERVAL HOUR1

 :TRIGGER:TIMER:INTERVAL? -> HOUR1

:TRIGger:TIMer:TIME
機能 時刻トリガのトリガ時刻を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:TIMer:TIME < 文字列 >

 :TRIGger:TIMer:TIME ？
 < 文字列 > = HH:MM:SS
例 :TRIGGER:TIMER:TIME "12:34:56"

 :TRIGGER:TIMER:TIME? -> "12:34:56"

:TRIGger:TYPE
機能 トリガの種類を設定 / 問い合わせします。
構文 :TRIGger:TYPE {COMBination|SIMPle}

 :TRIGger:TYPE?

例 :TRIGGER:TYPE SIMPLE

 :TRIGGER:TYPE? -> SIMPLE

4.7　TRIGger グループ
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5.1 ライブラリエラー
SxAPI の関数が戻り値として返すエラーは、ユニットエラーとライブラリエラーの２つ
に大別されます。

エラーコード 説明
1 ～ 9999 ユニットエラー

SL1000 本体が返すエラーです。詳細は 5.2 節をご覧ください。
10000 ～ ライブラリエラー

SxAPI 自身が返すエラーです。3.19 節または以下をご覧ください。

 ライブラリエラー一覧
エラーコード 説明

0 エラーなし，正常終了
10001 タイムアウト
10002 対象ユニットがみつからない
10003 オープンに失敗した
10004 オープンされていない
10005 既にオープン済み
10006 環境エラー
10007 引数が不正
10008 送信エラー
10009 受信エラー
10010 受信データがブロックデータでない
10011 システムエラー
10012 ID 違反
10013 通信コマンドエラー
10014 バッファ不足
10016 対象ユニットグループがみつからない
10017 不正ユニットグループ
10018 ハンドル種別違反
10019 ハンドル異常
10020 ハンドルがみつからない
10021 コマンド文字列違反
10022 範囲のデータが指定された
10023 指定のデータがない
10024 競合エラー
10031 内部エラー

第 5章	 エラーコード
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5.2 ユニットエラー
ユニットエラーは SL1000 本体が返すエラーです。

通信文法エラー (100 ～ 199)
エラーコード 説明

102 構文が間違っています。以下のコード以外で構文が間違っています。
103 パラメータとパラメータのセパレータがありません。パラメータとパラメータ

は「,」( カンマ ) で区切ってください。
104 パラメータの種類が間違っています。正しいデータ形式で記述してください。
105 デバイストリガ機能は使えません。インタフェースメッセージに対する応答で

GET はサポートしていません。
108 パラメータが多すぎます。パラメータの数を確認してください。
109 必要なパラメータがありません。必要なパラメータを記述してください。
111 コマンドとパラメータのセパレータがありません。コマンドとパラメータはス

ペースで区切ってください。
112 ニモニックが長過ぎます。ニモニック ( アルファベットと数字からなる文字列 )

を確認してください。
113 そのようなコマンドはありません。コマンドを確認してください。
114 コマンドの数値が間違っています。コマンドを確認してください。
120 数値の仮数部分がありません。<NRf> 形式のときは数字が必要です。
123 指数が大きすぎます。<NR3> 形式のときの「E」のあとの指数を小さくして
124 有効桁数が多すぎます。数字は 255 桁以内にしてください。
128 数値データは使えません。<NRf> 形式以外のデータ形式で記述してください。
131 単位が間違っています。< 電圧 >、< 時間 >、< 周波数 > の単位を確認してく

ださい。
134 単位のつづりが長すぎます。< 電圧 >、< 時間 >、< 周波数 > の単位を確認し

てください。
138 単位は使えません。< 電圧 >、< 時間 >、< 周波数 > 以外では単位は使えません。
141 そのような選択肢はありません。{...|...|...} の中にある文字列を記述してください。
144 < 文字データ > 型式のパラメータのつづりが長すぎます。{...|...|...} の文字列の

つづりを確認してください。
148 < 文字データ > 型式のパラメータは使えません。{...|...|...} 以外のデータ形式で

記述してください。
150 < 文字列 > 型式のパラメータの右の区切りがありません。< 文字列 > の場合

は「"」または「'」で囲ってください。
151 < 文字列 > 型式のパラメータの内容が不適当です。< 文字列 > が長すぎるか、

使用不可能な文字があります。
158 < 文字列 > 型式のパラメータは使えません。< 文字列 > 以外のデータ形式で

記述してください。
161 バイナリ型式のパラメータのデータ長が合っていません。< ブロックデータ >

は使用できません。
168 バイナリ型式のパラメータは使えません。< ブロックデータ > は使用できませ

ん。
171 パラメータの中に許されない文字があります。演算式は使用できません。
178 パラメータは使えません。演算式は使用できません。
181 プレースホルダがマクロの外にあります。IEEE488.2 のマクロ機能には対応し

ていません。
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通信実行エラー (200 ～ 299)
エラーコード 説明

221 設定内容に矛盾があります。関連のある設定値を確認してください。
222 データの値が範囲外です。設定範囲を確認してください。
223 データのバイト長が長すぎます。データのバイト長を確認してください。
224 データの値が不適当です。設定範囲を確認してください。
241 ハードウェアが実装されていません。オプションの有無を確認してください。
260 パラメータが間違っています。演算式は使用できません。
270 マクロのネストが深すぎます。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。
272 マクロでは使用できません。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。
273 マクロラベルが不適当です。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。
275 マクロが長すぎます。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。
276 マクロが再帰呼び出しされました。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していま

せん。
277 マクロの二重定義はできません。IEEE488.2 のマクロ機能には対応していませ

ん。
278 そのようなマクロは定義されていません。IEEE488.2 のマクロ機能には対応し

ていません。

通信クエリエラー (400 ～ 499)
エラーコード 説明

410 応答の送信が中断されました。送受信の順序を確認してください。
420 送信できる応答がありません。送受信の順序を確認してください。
430 送受信がデッドロックしました。送信を中止します。
440 応答を要求する順番が間違っています。

システムエラー ( 通信 )　(912)
エラーコード 説明

912 通信ドライバーエラーです。サービスにお問い合わせください。

5.2　ユニットエラー
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付録 1 サンプルプログラム

Visual Basic 6.0 の例
初期処理と計測条件設定

接続とオープン
ここでは、USB 接続でグループ ID=0 のユニットグループをオープンし、ユニットの条
件設定を工場出荷時状態に戻します。さらに、測定終了イベントの受信を指定します。

' USB での接続を開始
Ret = SxInit(SxEvent1.hWnd, SX_WIRE_USB, "", hComm)

' グループ ID=0 のユニットグループをオープン
Ret = SxOpenGroup(hComm, 0, hGrp)

' ユニットの設定を工場出荷時状態に初期化します
Ret = SxInitSetup(hGrp)

' 測定終了イベントの受信を指定
Ret = SxCreateEvent(hGrp, 0, SX_EV_ACQ_STOP)

計測条件設定
ここでは、測定条件を以下の設定にします。
 収集チャネル＝「CH1」と「CH2」と「CH3」
 各チャネルのプローブ＝「1:1」
 各チャネルの測定レンジ＝± 10[V]
 測定モード＝「Triggered」
 トリガモード＝「Single」
 サンプリングレート＝ 10k[S/s]
 測定時間＝ 0.1[s]
 トリガポジション＝ 10%
 トリガソース＝「CH1」
 トリガレベル＝ 2.5[V]

' CH1 ～ 3 の測定を On にしてプローブとレンジを設定
For i = 0 to 2

'   測定＝ On
 Ret = SxSetAcqSwitch(SxChHndl(hGrp, i), 1)

'   プローブ＝「1:1」
 Ret = SxSetControl(SxChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:PROB 1")

'   レンジ＝ 10[V]
 Ret = SxSetControl(SxChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:VDIV 1")

'    （注意）VDIV で設定するのでレンジの 1/10 の値を指定します
Next i

' 測定モード＝「Triggered」
Ret = SxSetAcqMode(hGrp, SX_ACQ_TRIG)

' トリガモード＝「Single」
Ret = SxSetTrigMode(hGrp, SX_TRIG_SINGLE)

'   サンプル周期＝ 100[us]（＝ 10k[S/s]）
Ret = SxSetSamplingInterval(hGrp, 0.0001)

' 測定時間＝ 0.1[s]
Ret = SxSetAcqSpan(hGrp, 0.1)

付録
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' トリガポジション＝「10%」
Ret = SxSetTrigPos(hGrp, 10.0)

' トリガソース＝「CH1」
Ret = SxSetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:SOUR CH1")

' トリガレベル＝ 2.5[V]
Ret = SxSetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:LEV 2.5")

測定開始
ここでは測定の開始命令をユニットに送信します。
' 測定開始

Ret = SxAcqStart(hGrp)

波形データ保存
ここでは収集した波形データをファイル (WDF 形式）に格納します。
' 最新の波形データ保存

Ret = SxSaveAcqData(SxUnitHndl(hGrp, 0), -1)

'  注意）-1 は最新のデータを意味します

終了処理
クローズと切断
イベントハンドルの削除、ユニットグループのクローズ、最後に接続の切断を行います。

' イベントハンドルの削除
Ret = SxDeleteEvent(hGrp)

' ユニットグループをクローズ
Ret = SxCloseGroup(hGrp)

' 接続の切断
Ret = SxExit(hComm)
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Visual Basic 2008 の例
初期処理と計測条件設定

接続とオープン
ここでは、USB 接続でグループ ID=0 のユニットグループをオープンし、ユニットの条
件設定を工場出荷時状態に戻します。さらに、測定終了イベントの受信を指定します。

' USB での接続を開始
Ret = SxAPI1.Init(WIRE.USB, "", hComm)

' グループ ID=0 のユニットグループをオープン
Ret = SxAPI1.OpenGroup(hComm, 0, hGrp)

' ユニットの設定を工場出荷時状態に初期化します
Ret = SxAPI1.InitSetup(hGrp)

' 測定終了イベントを受信を指定
Ret = SxAPI1.CreateEvent(hGrp, EV.ACQ_STOP)

計測条件設定
ここでは、測定条件を以下の設定にします。
収集チャネル＝「CH1」と「CH2」と「CH3」
 各チャネルのプローブ＝「1:1」
 各チャネルの測定レンジ＝± 10[V]
 測定モード＝「Triggered」
 トリガモード＝「Single」
 サンプリングレート＝ 10k[S/s]
 測定時間＝ 0.1[s]
 トリガポジション＝ 10%
 トリガソース＝「CH1」
 トリガレベル＝ 2.5[V]

' CH1 ～ 3 の測定を On にしてプローブとレンジを設定
For i = 0 to 2

' 測定＝ On
Ret = SxAPI1.SetAcqSwitch(SxAPI1.ChHndl(hGrp, i), 1)

' プローブ＝「1:1」
Ret = SxAPI1.SetControl(SxAPI1.ChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:PROB 1")

' レンジ＝ 10[V]
Ret = SxAPI1.SetControl(SxAPI1.ChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:VDIV 1")

'  （注意）VDIV で設定するのでレンジの 1/10 の値を指定します
Next i

' 測定モード＝「Triggered」
Ret = SxAPI1.SetAcqMode(hGrp, ACQMODE.TRIG)

' トリガモード＝「Single」
Ret = SxAPI1.SetTrigMode(hGrp, TRIGMODE.SINGLE)

' サンプル周期＝ 100[us]（＝ 10k[S/s]）
Ret = SxAPI1.SetSamplingInterval(hGrp, 0.0001)

' 測定時間＝ 0.1[s]
Ret = SxAPI1.SetAcqSpan(hGrp, 0.1)

' トリガポジション＝「10%」
Ret = SxAPI1.SetTrigPos(hGrp, 10.0)

付録 1　サンプルプログラム
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' トリガソース＝「CH1」
Ret = SxAPI1.SetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:SOUR CH1")

' トリガレベル＝ 2.5[V]
Ret = SxAPI1.SetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:LEV 2.5")

測定開始
ここでは測定の開始命令をユニットに送信します。
' 測定開始

Ret = SxAPI1.AcqStart(hGrp)

波形データ保存
ここでは収集した波形データをファイル (WDF 形式）に格納します。
' 最新の波形データ保存

Ret = SxAPI1.SaveAcqData(SxAPI1.UnitHndl(hGrp, 0), -1, "C:\Data\

filename")

' 注意）-1 は最新のデータを意味します

終了処理
クローズと切断
イベントハンドルの削除、ユニットグループのクローズ、最後に接続の切断を行います。
' イベントハンドルの削除

Ret = SxAPI1.DeleteEvent(hGrp)

' ユニットグループをクローズ
Ret = SxAPI1.CloseGroup(hGrp)

' 接続の切断
Ret = SxAPI1.Exit(hComm)

付録 1　サンプルプログラム
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Visual C# の例
初期処理と計測条件設定

接続とオープン
ここでは、USB 接続でグループ ID=0 のユニットグループをオープンし、ユニットの条
件設定を工場出荷時状態に戻します。さらに、測定終了イベントの受信を指定します。
' USB での接続を開始

Ret = sxAPI1.Init(WIRE.USB, "", ref hComm);

' グループ ID=0 のユニットグループをオープン
 Ret = sxAPI1.OpenGroup(hComm, 0, ref hGrp);

' ユニットの設定を工場出荷時状態に初期化します
 Ret = sxAPI1.InitSetup(hGrp);

' 測定終了イベントを受信を指定
 Ret = sxAPI1.CreateEvent(hGrp, (uint)EV.ACQ_STOP);

計測条件設定
ここでは、測定条件を以下の設定にします。
 収集チャネル＝「CH1」と「CH2」と「CH3」
 各チャネルのプローブ＝「1:1」
 各チャネルの測定レンジ＝± 10[V]
 測定モード＝「Triggered」
 トリガモード＝「Single」
 サンプリングレート＝ 10k[S/s]
 測定時間＝ 0.1[s]
 トリガポジション＝ 10%
 トリガソース＝「CH1」
 トリガレベル＝ 2.5[V]

' CH1 ～ 3 の測定を On にしてプローブとレンジを設定
for (i = 0; i < 3; i++)

{

  ' 測定＝ On
 Ret = sxAPI1.SetAcqSwitch(sxAPI1.ChHndl(hGrp, i), BOOL.ON);

  ' プローブ＝「1:1」
 Ret = sxAPI1.SetControl(sxAPI1.ChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:PROB 1");

  ' レンジ＝ 10[V]
 Ret = sxAPI1.SetControl(sxAPI1.ChHndl(hGrp, i), ":CHAN<ch>:VDIV 1");

  '   （注意）VDIV で設定するのでレンジの 1/10 の値を指定します
 }

' 測定モード＝「Triggered」
Ret = sxAPI1.SetAcqMode(hGrp, ACQMODE.TRIG);

' トリガモード＝「Single」
Ret = sxAPI1.SetTrigMode(hGrp, TRIGMODE.SINGLE);

' サンプル周期＝ 100[us]（＝ 10k[S/s]）
Ret = sxAPI1.SetSamplingInterval(hGrp, 0.0001);

' 測定時間＝ 0.1[s]
Ret = sxAPI1.SetAcqSpan(hGrp, 0.1);

' トリガポジション＝「10%」
Ret = sxAPI1.SetTrigPos(hGrp, 10.0);
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' トリガソース＝「CH1」
Ret = sxAPI1.SetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:SOUR CH1");

' トリガレベル＝ 2.5[V]
Ret = sxAPI1.SetControl(hGrp, ":TRIG:SIMP:LEV 2.5");

測定開始
ここでは測定の開始命令をユニットに送信します。
' 測定開始

Ret = sxAPI1.AcqStart(hGrp);

波形データ保存
ここでは収集した波形データをファイル (WDF 形式）に格納します
' 最新の波形データ保存

Ret = sxAPI1.SaveAcqData(sxAPI1.UnitHndl(hGrp, 0), -1, "C:\\Data\\

filename");

' 注意）-1 は最新のデータを意味します

終了処理
クローズと切断
イベントハンドルの削除、ユニットグループのクローズ、 最後に接続の切断を行います。
' イベントハンドルの削除

Ret = sxAPI1.DeleteEvent(hGrp);

' ユニットグループをクローズ
Ret = sxAPI1.CloseGroup(hGrp);

' 接続の切断
Ret = sxAPI1.Exit(hComm);

付録 1　サンプルプログラム
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